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Dear customers, shareholders, and colleagues,
－パーキンエルマー CSRレポートへようこそ－

パーキンエルマーは、ひとびとの健康と安全、そしてそれらをとりまく地球環境を守ることに貢献するという 
基本理念にもとづいて、製品開発や事業展開、地域活動を行っています。パーキンエルマーは、良き企業市民として 
行動し、Corporate Social Responsibility（CSR）の 3つの主要分野である Eco-Innovative Products（環境に配慮し
た製品）、Sustainable and Ethical Business Practices（持続可能で倫理的な事業活動）、Community Involvement（地
域社会活動）を通じて、ひとびとの健康と環境保全に貢献いたします。

2012年、パーキンエルマーは、CSRの主要3分野において大きな成果をおさめました。その一例をご紹介いたします。

• 新製品の開発プロセスを変更し、設計段階で製品による環境への影響を配慮する方針を推進しました（製品に含
まれる特定の有害物質を将来的に減少させる計画も大きく進展しました）。

• エネルギー効率の改善、温室効果ガスの排出の削減、廃棄物の削減を通じ、当社事業の持続可能性に向けて努力
を続けています。

• ひとびとの健康と環境保全を推進している地域団体を支援する多くの従業員によるボランティア活動を通じて、
地域社会活動プログラムが拡大しています。

2012年度の CSRレポートでは、これまでの CSRの達成を誇りに思うと同時に、CSRの使命をさらに推し進める決
意を新たにしております。パーキンエルマーは、日々の事業活動を通じて、良き企業市民として社会的責任を果た
していきます。当社の取り組みにご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。

Robert F. Friel

Chairman, Chief Executive Officer, and President

PerkinElmer, Inc.

abouT This reporT －このレポートについて－

最初のセクションでは 2012年度の主な成果をご紹介し、2つめのセクションでは、Global Reporting Initiative（GRI）サステナビリティ・リポー

ティング・ガイドラインの主要項目についてご説明します。GRIガイドラインに関する見直しと評価にもとづき、本レポートは、「アプリケー

ション・レベル B」と自己宣言いたします。

本レポートでは、2012年のパーキンエルマーの事業や活動を重点的にご紹介しますが、2012年以前のデータも含まれています。特に明記

されていない限り、1月 1日～ 12月 31日までの間、直接の測定にもとづく様々な内部情報ソースの情報をまとめたものです。また、21ペー

ジからは、2013年のパーキンエルマージャパンの取り組みについてもご紹介いたします。

表紙写真：ブラジルのグアルーリョスにある幼稚園で、フェスタ・ジュニーナ（6月祭り）の料理を用意したり、

ゲームを主催したパーキンエルマーの社員
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our corporaTe 
sociaL responsibiLiTy

piLLars
パーキンエルマーでは、ひとびとの健康とそれらをとりまく環境に貢献すると
いう使命に基づき、CSR活動を展開しています。主要ステークホルダーの皆
さまにとって重要な課題を、我が社のプログラムにより良く反映させるため、
昨年、CSRの主要 3分野を Eco-Innovative Products（環境に配慮した製品）、
Sustainable and Ethical Business Practices（持続可能で倫理的な事業活動）、
Community Involvement（地域社会活動）と再定義いたしました。

ECO-INNOVATIVE PRODUCTS
－環境に配慮した製品－
製品のライフサイクルを通じて、環境効率に優れ、安全で革新的な製品を開発する

2012年、パーキンエルマーは、新製品の開発プロセス・ガイドラインに
「Eco-Innovation（性能を犠牲にせず環境も守る）」方針を正式に取り入れ、研
究開発プロジェクトの Eco-Innovationレビューを初めて実施しました。2013
年には、さらに多くのプロジェクト・レビューを実施し、当社製品の環境プロ
ファイルの改善機会について意識を高める努力を続けてまいります。

主なステークホルダー：お客様およびサプライヤー

（詳しくは、本レポートの「Eco-Innovative Products（環境に配慮した製品）」
をご覧ください。）

SUSTAINABLE AND ETHICAL BUSINESS PRACTICES
－持続可能で倫理的な事業活動－
高水準の倫理と誠実さに則り、該当する法律に従って、従業員、一般市民、環境の
健康と安全を確約しながら、事業所を経営する

2013年までに温室効果ガス排出を対 2009年比で 10%削減するという目標
を実現した後、2015年までに対 2011年比でさらに 10%削減するという新
たな目標を設定しました。

主なステークホルダー：従業員、サプライヤー、投資家、行政機関

（詳しくは、本レポートの「Sustainable and Ethical Business Practices（持続
可能で倫理的な事業活動）」をご覧ください。）

COMMUNITY INVOLVEMENT －地域社会活動－
パートナーシップ、従業員のボランティア精神、戦略的フィランソロピーを通じて、
地域社会に貢献する

2012年には、25%の従業員が「For the Better Day」活動を通じて、地域社
会へ還元する取り組みに積極的に参加しました。2013年には、30%の従業
員がこの活動に参加することを目標としています。

主なステークホルダー：従業員および地域社会

（詳しくは、本レポートの「Community Involvement（地域社会活動）」をご
覧ください。）

CSRの各分野に新たな目標を加え、今後のレポートで、各分野での進展を詳
しくご紹介する予定です。

2012年、CSRへの取り組みを戦略的に監督し方向性を決定するため、上級幹
部で構成される CSR運営委員会を新たに結成しました。運営委員は頻繁に会
合を開き、CEOと取締役会に定期的に報告しています。
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eco-innovaTive 
proDucTs －環境に配慮した製品－
Minimizing health and environmental impacts 
throughout the product lifecycle
－製品のライフサイクルを通じて、健康と環境への影響を
最小限に抑える－

パーキンエルマーでは、Eco-Innovationの方針に則って、革
新的な製品の研究開発を推進し、責任を持って製品を製造、使
用、配送し、廃品管理を行っています。環境への影響を最小限
に抑えながら、お客様のニーズに応える製品をお届けできるよ
う、全力で取り組んでいます。

パーキンエルマーの Eco-Innovativeな製品への取り組みは、
お客様のお話を伺い、法規制や市場の傾向を注視することに
よって結実したものです。設計プロセスにおいて、製品ライフ
サイクルの影響を最小限に抑えることに焦点を当て、以下のよ
うな努力を行っています。

• 製品とサービスの効率を向上させる

• 環境への負担を軽減する

• お客様にとっての価値を高め、総所有コストを低減する

• 材料と廃棄物を削減することで営業利益率を高める

Infusing eco-innovation into our product design 
process
－製品の設計プロセスに eco-innovationを浸透させる－

パーキンエルマーでは、製品の設計プロセスに複数のチェック
ポイントを設け、エネルギー使用、重量、再生含有物、消耗品
および包装材の使用量を厳しく点検しています。パーキンエル
マーの設計技師は、EUの有害物の使用制限（RoHS)、化学物
質の登録、評価、認可、規制（REACH）、および電気電子機器
の廃棄に関する指令（WEEE）など、製品の設計・使用に影響
を及ぼす現行・審査中の規制に関するトレーニングを受けてい
ます。現在、当社製造のカテゴリー 8（医療機器）とカテゴリー
9（モニタリング機器および管理機器）の製品は、RoHS制限
から除外されています。大半の製品は、2016～ 2017年に除
外期限が終了しますが、パーキンエルマーは、今後も、我が社
の製品が有害物質に関する規制を順守し続けられるよう努力し
てまいります。

eco-innovation in action

optima™ advanced smartrinse™

パーキンエルマーの Optima 8x00シリーズには、SmartRinse機能

が備わっています。試料の成分濃度に応じて洗浄時間が自動的に

カスタマイズされるため、生産性の向上、分析時間の短縮、アル

ゴンの削減、エネルギー消費量とコストの削減につながります。

nexion™ icp-Ms

パーキンエルマーのNexION製品には、

誘導結合プラズマ（ICP）のトーチガ

スとしてアルゴンが使用されていま

す。トーチの電源を切っても、ポンプ

弁の差圧を維持するため、少量のガス

が消費され続けますが、アルゴンの代

わりに圧縮空気を使用することによっ

て、ガス消費量が1週間に1シリンダー

分、減少しました。

4



susTainabLe anD eThicaL 
business pracTices －持続可能で倫理的な事業活動－

PROTECTING THE HEALTH AND SAFETY OF OUR EMPLOYEES AND COMMUNITIES 
－従業員と地域社会の健康と安全を守る－

Supplier responsibility －サプライヤーの責任－

高品質で価格競争力のある部品・成分・原材料を遅滞なく入
手することは、パーキンエルマーにとって極めて重要です。
世界的なサプライヤーや各地域のサプライヤーの参与を得
て、我が社の「業務遂行基準（SoBC：Standards of Business 
Conduct）」に沿った関係を構築しています。サプライヤーと
の契約では、国、地域が定める環境・健康・安全・労働に関す
る法的要件の順守が常に求められています。また、この契約に
は人権要件も組み込まれています。調達プロセスの一環として、
直接のサプライヤーに対して自己評価テストを実施し、パーキ
ンエルマーの供給管理担当者がこれを評価しています。予測さ
れる事業上・技術上のリスクにもとづき、サプライヤーに対す
る監査も実施しています。

2012年、体外診断用（IVD）医療機器（2016年 7月策定予定）
と産業モニタリング・制御機器（2017 年 7月策定予定）にお
ける有害物質の使用制限（RoHS指令）への順守を徹底させる
ため、システムの開発に取り組みました。このシステムを通じ
て、欧州化学機関（ECHA）によって、化学物質の登録、評価、
認可、規制（REACH）に関連する高懸念物質（Substances of 
Very High Concern：SVHC）と規定されている化学物質の存
在にも対処する予定です。

我が社の製品には、世界中の鉱山や精錬所から調達したタンタ
ラム、スズ、タングステン、金が含有されているものがあります。
米国の株式公開企業であるパーキンエルマーには、証券取引委
員会の新規則が適用され、サプライチェーンにおける上記鉱物
の調査を実施し、紛争鉱物報告書（Conflict Minerals Report）
として 2014年に提出する義務があります。当社製品に含有さ
れる紛争鉱物の予備分析は完了しており、2013年には、紛争
鉱物の原産国調査を実施し、原産国を把握し、「紛争鉱物とみ
なされるかどうか」を把握する予定です。パーキンエルマーは、
この問題について、今後もサプライチェーンと協力し、調達先
を変更する必要があるかどうか見極めていきます。

Environmental health and safety －環境の衛生と安全－

パーキンエルマーは、長年、環境に対する責任をまっとうし、
事業活動による環境への影響を削減することに全力で取り組ん
でまいりました。我が社の製造施設では、管理システムによっ
て事業活動による環境へのリスクを管理しており、世界中の従
業員が環境保全活動に積極的に従事しています。以下は、我が
社の施設・事業所における取り組みの一例です。

• 環境管理に包括的で体系的なアプローチを採用する

• 事業間でベストプラクティスを共有する

• 主要な環境パフォーマンス指標を使って、事業をモニタリン
グする

• 定期的に事業を監査する

• 定期的な環境管理評価を実施する

パーキンエルマーは、以下のツールやプロセスを通じて、エネ
ルギー・水効率の高い施設の運営と、資源保護・汚染防止に関
する対策の立案・実施に取り組んでいます。

• 環境・衛生・安全（Environment,Health and Safety：EHS）
リスク評価・管理のための方針と手順を備えた、EHS管理シ
ステムを実施する

• あらゆるレベルの個人の責任を強調することにより、方針と
手順の効果的な実施を推進する

• 我が社およびお客様の施設において、必要な手順と予防措置
のトレーニングを従業員に提供する

• 多様な経営指標を活用し、EHSパフォーマンスを監視する

• 従業員主導の自発的な「グリーンチーム」を通じて、各事業
所で独自のイニシアチブとプロジェクトを立ち上げ、導入す
る
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Energy use －エネルギー消費－

一般に、パーキンエルマーの事業所は、現地の電力会社が供給
する電力で運営されています。パーキンエルマーは、送電網へ
の負荷を減らすため、現地の電力会社と協力しています。たと
えば、コネチカット州シェルトンとマサチューセッツ州ホプキ
ントンの事業所では、ピーク需要の時間帯に自社の非常用発電
機を稼働して、送電網への負荷を減らすプログラムに参加して
います。

Greenhouse gas emissions －温室効果ガスの排出－

パーキンエルマーは、カーボン・ディスクロージャー・プロジェ
クト（Carbon Disclosure Project：世界中の企業に対して温室
効果ガスの排出や気候の変動への戦略の公表を求めるプロジェ
クト）と、米国 EPAグリーン電力パートナーシップ（Green 
Power Partnership：企業によるグリーン電力の購入を促すボ
ランティア・プログラム）に積極的に参加しています。我が
社は 2006年から温室効果ガスの排出量をカーボン・ディスク
ロージャー・プロジェクトに公表しており、2012年には、メー
プルクロフト社気候革新指標（Maplecroft Climate Innovation 
Index）に選出されました。
パーキンエルマーでは、2011年から、再生可能エネルギー証
（Renewable Energy Credit：REC）を年間 5,000メガワット
時分購入しています。これは、2010年の 1,500メガワット時
から大幅に増加しています。

パーキンエルマーでは、従業員の健康と安全を守ることを最優
先しています。我が社の事業所の多くは、国際標準化機構（ISO）
14001、および労働安全衛生マネジメントシステム（OHSAS）
18001の認定を受けています。2012年には、中国の太倉市に
ある新施設が ISO14001と OHSAS 18001の認定を受けまし
た。

我が社では、心と身体の健康を増進する様々なリソースを提供
することにより、従業員の健康とワーク・ライフバランスを支
援しています。

リソースの内容は事業所ごとに様々ですが、たとえば、社内
フィットネス施設または地元フィットネス施設の利用割引、従
業員援助プログラム、健康的な食習慣のための食堂、予防接種
プログラム、健康診断、定期的な医療と福祉に関する情報提供
などがあります。

Environmental performance －環境パフォーマンス－

パーキンエルマーでは、以下のような様々なパフォーマンス指
標によって、製造施設および全社的な環境パフォーマンスを測
定しています。

• 電力使用量

• 燃料使用量

• 温室効果ガス排出量

• 水使用量

• 廃棄物排出量

小規模な経営関連施設や研究開発施設を除き、全世界の事業の
約 70%に相当する製造施設で、環境パフォーマンス測定プロ
グラムを実施しています。モニタリングプログラムに新施設を
追加するかどうかについては、毎年検討を行っています。
今回のレポートには、2011年後半に買収した Caliper Life 
Sciencesの施設のデータを追加し、インド事業所と日本事業
所の報告データを初めてご紹介しています。
パフォーマンス監視プログラムに新たな施設を追加するたび
に、目標のベースラインを調整し、収益を代表的な正規化ファ
クターとして、毎年のパフォーマンスの変化を比較しています。
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a beTTer boiLer Makes a big Difference －より高性能なボイラーで大幅な削減を達成－

シリコンバレーは、革新的な新技術の中心であるだけではなく、そのような技術を可能にする革新的な製造施設が集まっている場所でもあり

ます。カリフォルニア州サンタクララ市の施設（厳格に制御されたクリーンルーム製造環境においてデジタル・フラットパネル X線検出器を

製造）では、より環境に配慮した持続可能な方法を採用し、パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニーの商用・産業用ボイラー

効率化プログラム（Pacific Gas & Electric's Commercial Industrial Boiler Efficiency Program）を通じて、クリーンルームの湿度調整に使用

していたボイラーを新しい復水ボイラーに交換しました。新ボイラーは、燃焼排気の廃熱を利用して水を予熱することによって、高効率を実

現しています。さらに、暖房・換気・空調システムの再熱コイルを最適化したことにより、エネルギー効率がさらに向上しました。このボイラー

は新しい排気規制にも順守しており、このプロジェクト全体で、天然ガスの年間使用量を 69,000サーム以上削減することに成功しました。

Hazardous waste －有害廃棄物－

パーキンエルマーの製造施設・研究施設では、地域および国の
規制によって有害に分類される多数の廃棄物を排出していま
す。再利用・リサイクル、原材料の入念な選択、化学的置換、
その他の方策によって、廃棄物の発生と有害性の削減を追求し
てまいります。2012年に廃水処理システムを設置したサンタ
クララの施設では、2013年の有害廃棄物の輸送量が大幅に減
少することが期待されています。2012年、パーキンエルマー
の施設は、政府の環境・健康・安全機関による視察・点検を数
回受け、2カ所の施設において、有害廃棄物に関する隔年報告
で軽度の不備が指摘されましたが、速やかに解消されました。

Water use －水の使用－

パーキンエルマーは公共水道局から水を購入・使用しており、
施設の排水は公共の処理施設に流しています。サンタクララの
施設では、ヒュームスクラバー槽の水に制御システムを追加し
たことで、毎年 4,000立方メートル以上の節水を実現してい
ます。パーキンエルマーでは、今後も、水消費量を削減し、リ
サイクルと再利用の選択肢を拡大するプロジェクトを特定・導
入し、施設間で共有していく予定です。

Less packaging Makes a More responsibLe opTion －包装材を減らす－

毎年、世界中で何十億トンという莫大な量の廃材が消費されていますが、その大半は包装材でした。パーキンエルマーでは、包装材を減らす

ため、フィンランドのトゥルク施設から着手しました。同施設には、毎年、約 240個の貨物が空輸されています。これまで、平均的な貨物では、

保冷剤、校正器、制御装置を各箱に梱包し、その他のキットコンポーネントは別の箱に入れて輸送していましたが、校正器と制御装置を残り

のキットと一緒に常温で輸送するようにした結果、毎年 4,080キログラムの包装材を削減できるようになりました。
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coMMuniTy invoLveMenT －地域社会活動－

Making a difference where we live and work
－地域社会への貢献－

パーキンエルマーでは、地域社会に貢献するよう従業員を奨励
し、世界中でボランティア活動を行っています。私たちの時間
や技術を投じて、地域社会と環境の改善をサポートすることに
より、我が社が事業展開する地域社会に貢献し、従業員の暮ら
しを豊かにする努力を続けると共に、ひとびとの健康と環境を
脅かす問題の解決、災害救援に貢献しています。

For the Better Days

2011年に始動した「For the Better Days（FTBD）」は、世界
規模の地域社会貢献プログラムです。パーキンエルマーの従業
員たちは、地域活動を通じて、地域社会のひとびとの健康と健
全な環境を支援しています。2012年には、77件の FTBDイベ
ントが催され ､25%にあたる約 1,900名の従業員が、様々な
イベントを通じて 6,000時間をボランティア活動に費やしま
した。本ページの写真は、従業員たちによるボランティア活動
の様子です。

フィンランドのトゥルク事業所では、「World Prematurity Day（世界

早産の日）」に 267足の靴下を編み、事業所のロビーに展示しました。

靴下は、トゥルク大学中央病院の新生児科に寄付されました。

ノースカロライナ州グリーンズボロの食育菜園では、有機菜園のマル

チングと清掃活動を行いました。このような活動によって、食物教育

を通じて、子どもたちと家族がより健康な未来を実現できるようサポー

トしています。

コネチカット州ストラトフォードでは、地元ボート協会（Connecticut 

Community Boating）と協力し、絶滅危惧種の鳥類の憩いの場所となっ

ている市内の浜辺とロングアイランド湾の清掃活動を行いました。

ドイツのヴァルフでは、地元のバス停と頻繁に利用されている 2つの

歩道橋（線路を安全に横断するための歩道橋を含む）を修復しました。
ブラジルのサンパウロでは、非営利団体の APAE de São Paulo（障が

い児を持つ親と友の会）が主催したフェスティバルで、楽しいゲーム

や料理・飲み物で、ダウン症の子どもたちや家族をもてなしました。

8



a neW foresT– anD a neW sTarT

ジェーン・グドール博士とタンザニアの学生たちによって 1991年

に設立されたルーツ・アンド・シューツ（Roots & Shoots）プロ

グラムでは、地域社会、環境、すべての生き物のためにより良い世

界を作り上げていくことを呼びかけています。パーキンエルマー上

海事業所では、より良い世界の実現に貢献したいと願う従業員たち

がルーツ・アンド・シューツに参加し、内モンゴルの砂漠地帯に

3,000本の苗木を植えました。「パーキンエルマーの森（PerkinElmer 

Forest）と命名された一帯には、内モンゴルの砂漠化を阻止し、温

室効果ガスの排出を相殺する取り組みの一環として、2014年まで

に 100万本の植樹が予定されており、現地の学生に環境保護の重

要性を教えるための良い材料となっています。

内モンゴルでの植樹活動

パーキンエルマーでは、FTBDプログラムを積極的に推進しな
がら、将来的には、世界中のお客様やビジネスパートナー、従
業員の家族も参加できるようにしたいと願っています。FTBD
は、従業員による活動の要となるプログラムですが、パーキン
エルマーの従業員たちは、FTBD以外にも、以下のような幅広
いボランティア活動や地域社会貢献活動を行っています。

• オランダのフローニンゲン事業所の従業員たちは、3FMオ
ランダラジオ局の特別イベントで、乳児の死亡に対する意識
を高め、寄付金を集める活動に貢献しました。国連の調べに
よると、乳児の死亡率は、出生 1,000人あたり約 40人とさ
れています。パーキンエルマーは、出生前・新生児の診断ソ
リューションによって、乳児死亡率の低減に長年取り組んで
います。

• パーキンエルマージャパンでは、World Water Monitoring 
Day ™（WWMD）実験キットを使って、きれいな水の重要
性を考えてもらうため、地元の小学生を対象に実験教室を開
催しました。

• マサチューセッツの Leadership Initiatives for Teaching and 
Technology（Lift2）プログラムは、中学～高校の科学、テ
クノロジー、エンジニアリング、数学教師を対象とした有償
学外研修です。
Lift2の参加者は、5週間の夏期研修で、パーキンエルマー
の科学者たちと一緒に、ライフサイエンス研究のソリュー
ションを開発し、学生と共有し授業に活かせる貴重な体験を
得ることができます。

World Water Monitoring Day

Learn More

パーキンエルマーは、今後も、Eco-Innovative Products（環境に配慮した製品）、Sustainable and Ethical Business Practices（持続可能

で倫理的な事業活動）、Community Involvement（地域社会活動）という 3つの主要分野を推進してまいります。パーキンエルマーの

CSRへの取り組みについて、詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください。CSRレポートおよびプログラムに対する皆さまからのフィードバッ

クをお待ちしております。質問やご意見は、info@perkinelmer.co.jpまでお寄せください。

－新しい森、新しいスタート－
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Stakeholder engagement －ステークホルダー・エンゲージメント－

2012年には、お客様、競合他社、社内ステークホルダーと
の関係を重視した、CSRベンチマーク活動の推奨事項のフォ
ローアップを実施し、この取り組みを通じて、CSRの 3つの
主要分野を、Eco-Innovative Products（環境に配慮した製品）、
Sustainable and Ethical Business Practices（持続可能で倫理
的な事業活動）、Community Involvement（地域社会活動）と
して再定義いたしました。さらに、国際標準規格である ISO 
26000:2010（社会的責任に関する手引）にもとづいて、我が
社のプログラムの方向性を定めています。

パーキンエルマーは、次の表に示す方法で、広範なステークホルダーの積極的な参加を促しています。

PerkinElmer Key Stakeholders & Engagement Highlights　パーキンエルマーの主なステークホルダーとその取り組み

Stakeholder 　　　　　　　　　　　　　　Engagement

Employees
従業員

csrポータル（社内ウェブサイト） 四半期ごとの全従業員向けウェブキャストおよびサイト会議

首脳陣のブログ 2012年従業員意識調査
従業員意識調査 リーダーシップの組織的検証（Lor）プロセス
業績評価 for the better Dayイベント
地域ボランティア活動 パーキンエルマー・トレーニング・プログラム

ソーシャルネットワーク

Customers
お客様

共同研究 revolutionaries for global health (rgh) summits and  
inspiring innovation Tour

ウェブサイト お客様監査および自己評価

お問い合わせへの対応 環境セミナー

お客様意識調査 ブランド意識調査

製品開発

Suppliers
サプライヤー

定期的な情報伝達 サプライヤー評価および監査

サプライヤー評価および監査 rohsおよびreachコンプライアンスレター
サプライヤー意識調査 サプライヤーの行動規範

製品開発

Investors / Analysts
投資家・アナリスト

四半期ごとの報告および電話会議 収支報告

医療およびライフサイエンス会議 Jpモルガン・ヘルスケア会議
第4回個別化医療学会

ubsライフサイエンス会議

Communities
地域社会

従業員によるボランティア活動 for the better Dayイベント
寄付および募金集め 科学および数学教育プログラム

災害救援 現地事業所の災害計画

非営利的関与 自然災害支援のための迅速対応プロセス

指導教育

Governments
行政機関

規制の順守 規制機関による検査

政策立案プロセス 製品評価および承認

地方自治体との提携

ステークホルダーの見解に対する我が社の理解が深まるほど、
そのニーズにより的確に対応できるようになります。我が社で
は、次の表に示す方法で、ステークホルダーの積極的な参加を
促すことによって、トレンドやリスク、チャンスについて価値
ある見識を得るとともに、パーキンエルマーに対するステーク
ホルダーの期待をより良く理解する努力をしています。パーキ
ンエルマーは、今後もステークホルダーからのフィードバック
を企業戦略や優先課題に取り入れてまいります。

パーキンエルマーは、ステークホルダーに関与する取り組みや
ひとびとの健康と環境衛生を改善するという目的を軸に、方針
を決定しています。

appenDiX
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Industry collaboration －業界内のコラボレーション－

パーキンエルマーは、業界が直面しているビジネス・技術上の
課題は単独では克服できないことを理解しています。様々な連
合組織、企業間提携、協会に参画することにより、業界標準の
開発に影響を与え、ベストプラクティスの共有、ステークホル
ダーの懸念事項への対応、方針開発の協力、共通の問題の解決
に向けて、政府、学会、産業界の同業者が意見を交換し合い、
リソースを最大限に活用できるよう努力しています。2012年
には、以下のような形で協力が行われました。

• 新生児ケアのためのヨーロッパ財団（EFCNI）と協力し、ヨー
ロッパで妊娠高血圧腎症スクリーニングへの意識向上に貢献

• マサチューセッツ総合病院の病理部および癌センターの
John Iafrateおよび Long Le両医師と協力し、高度な癌検査
で腫瘍の遺伝子変化の探査に使用するシーケンシング情報シ
ステムを開発

• 次世代シーケンシング（NGS）装置のユーザと科学者による
最新 NGSおよびバイオバンク技術・応用に関する学習と共
有を実現。会議において参加者は、検査サンプルの収集、試
料の準備、自動化、シーケンシング、保管、情報学を含む、
NGSおよびバイオバンク検査室の作業の流れに関する相互
ワークショップに参加

• パーキンエルマーのインド事業所が、事業の成功とインド
のお客様への貢献に対して、フロスト &サリバン社の 2012
年度「Growth Excellence Award for Growth Leadership 
in Product Line Strategy in Laboratory Analytical 
Instruments」を受賞

Governance －ガバナンス－

強力なガバナンスを実現するには、全社規模でのリーダーシッ
プ、参加、支援が不可欠です。パーキンエルマーの取締役会と
経営幹部は、ガバナンスと適切な業務遂行について重役・従業
員を指導するため、方針の文書化、ガイドラインおよび研修を
含む体系的なアプローチを確立しています。

Board of directors －取締役会－

パーキンエルマーは株式公開上場企業です。取締役会は 8名
で構成されています。取締役会は、パーキンエルマー全体の戦
略的方向と管理に関する責任を負いますが、日常業務に関す
る責任は経営幹部が負っています。年次株主総会招集通知書
（Proxy Statement）でご案内した通り、パーキンエルマーでは、
株主の皆様からのご意見やご要望を伺い、検討するプロセスを
確立しています。取締役は、株主によって毎年選出され、「指
名およびコーポレート・ガバナンス委員会」が、取締役の経験・
特質・技能の豊富さを評価した取締役パフォーマンス（Board 
Performance）を毎年検証しています。取締役会の会長は、最
高経営責任者であるロバート・フリエルが務めています。ニュー
ヨーク証券取引所上場規則に従い、ロバート・フリエルを除く
すべての取締役は社外取締役です。

年次取締役自己評価プロセスの一環として、取締役の経験・特
質・技能の豊富さを見直しています。2012年の取締役委員会
と取締役の略歴は、ホームページでご確認いただけます。パー
キンエルマーの取締役会は、主に監査委員会を通じて、事業上
のリスク、財政的リスク、法規制関連のリスク、戦略的リスク、
および評判に関わるリスクを含め、我が社に影響を及ぼす可能
性があるリスクを監督する役割を担います。監査委員会は企業
のリスク管理を監督し、取締役会に定期的に報告します。役員
報酬はインセンティブ・プランを通じてパフォーマンスに関連

付けられています。インセンティブ・プランについて、詳しく
は株主総会招集通知書をご覧ください。

コーポレート・ガバナンス・ガイドライン － パーキンエルマー
のコーポレート・ガバナンス・ガイドラインは、取締役会と経
営幹部に関するガバナンス方針と手続きを定めたものです。ガ
イドラインには、最高経営責任者と取締役会の会長が同一人物
である場合に独立した主任取締役（lead director）を選出する
際の規定も含まれています。

業務遂行基準（Standards of Business Conduct） － パーキ
ンエルマーの業務遂行基準（SoBC）は、個人および企業とし
ての行動の指針となる価値観と原則を定めたものです。すべて
の従業員はこの基準について 15カ国語で用意された研修を受
けます。2012年からは、この研修がオンライン化されました。
理解と順守の徹底を図り、お客様、ベンダー、サプライヤー、
政府官公庁と取引を行うすべての従業員には、このオンライン
研修の受講が義務づけられています。また、基準に定められて
いる通り、倫理ホットラインを使って、世界中のすべての従業
員が匿名で違反の疑いを報告できるようになっています。倫理
ホットラインへの報告事例はすべて、倫理委員会が調査・対応
を行います。

コンプライアンス委員会 － パーキンエルマーは、世界中で事
業を展開する上で、適用される規則や規制の順守に努め、この
ような努力の一環として、経営幹部の代表で構成されるコンプ
ライアンス委員会を設けています。コンプライアンス委員会は、
世界中の部門レベルのコンプライアンス・リーダーから規制順
守報告書を定期的に受け、取締役会の監査委員会に報告します。

内部監査 － 内部監査グループは、統制環境の評価と強化、財
務報告の信頼性向上、企業経営の改善を目的とした評価を行い、
独立した客観的な保証を提供します。監査グループは、取締役
会の監査委員会に定期的に報告を上げています。

公共政策 – 国および地方政府と協力して政策立案プロセスに
参画することは、我が社の事業の重要な一部になっています。
我が社が関与するセクターに世界的な影響を与える数々の政策
について思慮深く建設的な提言を行うため、包括的な意見交換
の機会を希求しています。特に、新興市場の意志決定者に対し
て、新生児スクリーニングの重要性を説くことに力を注いでい
ます。

appenDiXappenDiX
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リスク管理 － パーキンエルマー社内のすべてのリーダーは、
担当する事業・部門について、年間事業リスク評価を行います。
このプロセスで特定された事業上のリスクは、社会的・環境的・
倫理的リスクとともに、上級管理職の部門横断的な会議で検証
の上、優先順位が決定されます。その結果は取締役会の監査委
員会が検証し、定期的にモニタリングして、最大のリスクを軽
減するために適切なリソースを配分します。リスク管理原則の
一環として、パーキンエルマーは、環境と開発に関するリオ宣
言の第 15原則の予防的アプローチに賛同しています。リスク
を特定・評価・管理するための科学的根拠にもとづくプロセス
を活用し、このプロセスに沿って意思決定を行うとともに、製
品や事業運営にも応用しています。パーキンエルマーの製品を
取り扱う際、安全上の特別な注意が必要な場合は、安全にお使
いいただくための作業手順書、安全性に関するデータ・シート、
材料の開示、製品ラベルを提供し、必要に応じて、その他の情
報交換を行っています。

災害復旧 － パーキンエルマーでは、従業員、お客様、パート
ナー、主要ステークホルダーの皆様に対する災害の影響を最小
限に抑えるため、回復機能を持つ包括的な災害復旧プログラム
を保守しています。IT部門では、インターネットの接続不良
やハードウェア障害などの一般的な障害、連鎖的なシステム
障害などの破壊的障害に対処するため、世界中の主要データ
センター向けに詳細な災害復旧計画を開発しました。ITE（IT 
Effectiveness）グループは、ITインフラ部門や各事業部門を含
む様々なチームと協力し、パーキンエルマーの事業が中断され
るような事態が起こった場合でも、確実にサービスを切り替え、
データを復旧できるようにするための計画を調整・テスト・保
守しています。

サプライヤー － 高品質で価格競争力のある部品・成分・原材
料を遅滞なく入手することは、パーキンエルマーにとって極め
て重要です。世界的なサプライヤーや地域のサプライヤーの参
与を得て、我が社の「業務遂行基準」に沿った関係を構築して
います。サプライヤーとの契約には、国や各地域が定める環境・
健康・安全・労働に関する法令の順守を定めたサプライヤー行
動規範が常に盛り込まれています。また、この契約には人権要
件も組み込まれています。調達プロセスの一環として、直接の
サプライヤーに対して自己評価テストを実施し、パーキンエル
マーの供給管理担当者がこれを評価しています。予測される事
業上・技術上のリスクにもとづき、サプライヤーに対する監査
も実施しています。直接のサプライヤーを対象に、EUによる
体外診断用（IVD）医療機器（2016年 7月策定予定）と産業
モニタリング・制御機器（2017年 7月策定予定）における有
害物質の使用制限への順守に関する意識調査も実施しました。

Workplace －職場－

我が社の成功は、組織のあらゆるレベルで優秀な人材を採用・
維持できるかどうかにかかっています。この業界での優秀な人
材の争奪は厳しく、尊厳と多様性を重視する職場環境を育成す
る文化を創り出すために、パーキンエルマーでは以下のような
取り組みを行っています。

• 画期的なソリューションを希求する起業家精神を育む職場環
境の整備に努める

• 創意工夫・リーダーシップ・探究心・誠実さについて、個人
のコンピテンシーを高める

• チームワーク、協力、および能力開発を日々のミッションの
根本的な部分に位置づける

• 従業員の福祉と健康を最重要視する

従業員の参加意識を測るため、世界全体の調査や事業所ごとの
従業員意識調査などの方法を採用し、パーキンエルマーで働く
ことに関連した様々な分野における直接のフィードバックを収
集しています。意識調査の結果とフィードバックは最高幹部に
通達され、将来的な戦略や目標の策定に反映されています。

Global Employment Profile －全世界の従業員内訳－

従業員総数 7,400

南北アメリカ 47%

ヨーロッパ 33%

アジア太平洋／中国／日本 21%

自主退職率 大半の国で業界平均を
下回っている

報酬と各種手当 － パーキンエルマーに人材を集め維持するた
めには、報酬や手当の面で業界や地域市場の水準に負けないよ
うにしなければなりません。全従業員（正社員・パートタイム）
に有給休暇が与えられ、それぞれの国内法や慣例に沿った同様
の医療給付を受けています。

人権 － パーキンエルマーで、人権擁護とは、各人に与えられ
るべき尊厳・自由・尊敬・受容を保証することを意味します。パー
キンエルマーは、我が社の影響が及ぶ範囲内で、国際人権基準
を尊重し、保護しています。この基準については、15カ国語
で用意され、ホームページとイントラネットで確認できる業務
遂行基準にも明記されています。

appenDiX
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パーキンエルマーでは、労働は自発的・自主的に行うものであ
り、事業のいかなる側面においても、強制的な労働は容認され
ません。研修プログラムと違反が疑われる場合の匿名による報
告によって、人権侵害に加担しないよう対処しています。パー
キンエルマーは、どこで事業を展開しようとも、あらゆる労働
法と雇用法を理解し、順守し、人権に対する最高水準の誠実さ
と敬意を持って、グローバルな事業を管理します。結社の自由、
児童労働、強制労働に関する法律・規制に照らし合わせて、我
が社の事業運営を見直し、現時点で懸案事項がないことを確認
しています。

パーキンエルマーは、サプライヤーに対しても、人権擁護に関
する高い行動・意識水準を期待し、既存の労働・人権に関する
法律や要件に順守することをサプライヤー契約の基本条項とし
て定めています。我が社の施設・事業所内の児童労働を禁止し、
これをサプライヤーにも通達すると共に、児童・成人の労働、
人権、腐敗防止、環境保護に関する条項を定めたサプライヤー
行動規範をサプライヤー契約に盛り込んでいます。

パーキンエルマーは、現地の法律と慣行にもとづいた従業員の
組織権を尊重しており、強固で開かれた関係を維持するため、
組合や労働者評議会とも密接に協力しています。いかなる問題
に際しても、まず、従業員と管理職の間で協力的で礼儀正しく
思いやりのある態度を維持し、相互を尊重した意思疎通を図る
ことを奨励しています。

多様性 － 我が社は、従業員の経歴・経験・視点の違いが受け
入れられ、尊重される環境をこれまで育み、今後も守り続けま
す。これが我が社の組織の大きな強みだからです。パーキンエ
ルマーは、多様性のある職場は、すべての人の機会の均等から
始まると考えています。我が社の方針には、人種、肌の色、国
籍、出身民族・出身国、宗教、性別、婚姻状況、性的指向、年
齢、障がいなどに関わらず、すべての従業員に対する差別の禁
止と機会の均等が明文化されています。パーキンエルマーでは、
様々な国と地域からひとびとを雇用し、彼らによってもたらさ
れる豊かな多様性を高く評価しています。他社に負けることな
く最高の人材を雇用し、職務の要件を満たす地域の人材を可能
な限り雇用してまいります。

従業員教育・研修 － パーキンエルマーは、従業員の技能・知識・
能力・参加が何よりも貴重な財産であることを強く認識してい
ます。従業員の能力開発への投資が、お客様やその他のステー
クホルダーに提供できる価値を高め、競争に勝ち成功を収める
力となります。従業員教育を通じて、従業員および経営陣の個
人また職業人としての成長に関するコミットメントを再確認し
ているとも言えます。

リーダーシップの組織的検証プロセス（LOR）とは、従業員の
能力開発とパフォーマンスを管理し、成功するために必要な技
能と研修の機会を従業員に提供することを目的としたプロセス
です。従業員は管理職と協力して年間能力開発計画を作成しま
す。LORプロセスは、パーキンエルマーの事業・戦略的な優
先事項と、従業員個人の自己啓発目標に沿った、個人またはチー
ムの目標を設定するプロセスでもあります。我が社のリーダー
シップ開発カリキュラムは、世界中のグローバル・リーダーシッ
プ・チームを対象に実施されており、すべての管理職が実地技
能や技術の適用に参与できるようにしています。リーダーシッ
プ開発プログラムは、マサチューセッツ州ウォルサムのパーキ
ンエルマー本社で、高い可能性を持つあらゆる地域・事業所の
上級職と新人リーダーを対象に、年に 2回以上実施されてい
ます。こうした本社レベルでのプログラムに加えて、各地域の
研修や自己啓発機会も実施されています。コンプライアンス研
修は、主として eラーニングとインストラクター主導の受講室

研修によって実施しており、すべての従業員の受講を義務づけ
ています。

GRI内容索引 － パーキンエルマーにとって 4度目となる本レ
ポートでは、我が社が持続可能なより良い未来の実現にどのよ
うに貢献しているかをご説明するため、我が社の事業をスナッ
プショットとしてご紹介し、我が社の戦略を支える主要項目を
ご説明しています。本レポートは、Global Reporting Initiative
（GRI）サステナビリティ・リポーティング・ガイドラインに沿っ
て作成されています。

本レポートでは、パーキンエルマーが運営管理している施設・
事業所に関する 2012年の事業や活動を重点的にご紹介してい
ます。特に明記されていない限り、1月 1日～ 12月 31日ま
での間、直接の測定にもとづく様々な内部情報ソースの情報を
まとめたものです。今回のレポートには、2011年後半に買収
した Caliper Life Sciencesのデータを追加し、インド事業所と
日本事業所の報告データを初めてご紹介しています。

第三者によるレポートデータの検証については毎年検討してい
ます。データは内部監査済みですが、社外の第三者監査人によ
る証明を受けたものではありません。CSRレポートおよびプ
ログラムに対する皆さまからのフィードバックをお待ちしてお
ります。

パーキンエルマーは、本レポートの内容を見直し、GRI索引を
作成しました。以下の索引で、本レポートがガイドラインにど
のような形で対応をしているかご確認いただけます。GRIガイ
ドラインにもとづき、本レポートは「アプリケーション・レベ
ル B」と自己宣言いたします。

会社概要 － パーキンエルマー（NYSE：PKI）は、ひとびとの
健康と安全、そしてそれらを取り巻く環境に貢献することに積
極的に取り組んでいるグローバル企業です。1937年に創設し、
マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置くパーキンエルマー
は、世界 150カ国以上で事業活動を展開しており、カナダ、フィ
ンランド、オランダ、ドイツ、インド、中国、シンガポール、
英国、米国に、製造施設・研究開発施設があります。パーキ
ンエルマーは、米国の全主要業種を代表する S&P 500種指数
に含まれています。2012年の収入は約 $21億で、世界中に約
7,400名の従業員がいます。パーキンエルマーは、世界を代表
するテクノロジーリーダーとして、あらゆる知見と見識を活か
し、革新的な差別化ソリューションをお客様にお届けしていま
す。重要な治療法や病気の研究、出生前スクリーニングから、
環境テスト、ラボラトリーサービス、情報科学まで、パーキン
エルマーは、世界中のひとびとの健康・生活の質・寿命の向上
を目指し、全力で取り組んでいます。

appenDiXappenDiX
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Data Table

指標 単位 2010 2011 2012

Economic

収入 usD（$1,000単位） $1,704,346 $1,918,508 $2,115,205 

研究開発費 usD（$1,000単位） $94,811 $115,821 $132,639 

純利益 usD（$1,000単位） $390,983 $7,655 $69,940 

Environmental

電力絶対使用量合計 kWh 49,609,772 57,473,550 60,291,652

　　南北アメリカ kWh 35,669,375 42,627,062 43,884,170 

　　ヨーロッパ kWh 10,631,621 10,354,151 10,342,333 

　　アジア太平洋 kWh 3,308,776 4,492,337 6,065,149 

電力絶対使用量合計 gJ 178,595 206,905 217,050 

温室効果ガス排出量

scope 1および 2 t co2換算 40,548 41,924 44,034 

水使用量合計 m3 200,568 191,726 188,570 

　　南北アメリカ m3 131,340 122,232 132,318 

　　ヨーロッパ m3 32,649 28,582 24,659 

　　アジア太平洋 m3 36,579 40,912 31,593 

有害廃棄物排出量合計 kg 285,231 407,315 670,616 

　　南北アメリカ kg 255,629 370,171 638,134 

　　ヨーロッパ kg 19,085 15,306 12,498 

　　アジア太平洋 kg 10,517 21,838 19,984 

HEALTH AND SAFETY

傷病率 20万時間あたりの件数 0.76 0.51 0.54

労働損失率 20万時間あたりの件数 0.24 0.41 0.43

appenDiX
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gri Disclosure index

GRI指標 開示状況 記載箇所／直接的な回答

標準開示パートⅠ：プロフィールの開示

1. 戦略および分析

1.1 組織にとっての持続可能性の適合性と、その戦略に関する組織の ceoの声明 ceoから皆さまへ

1.2 主要な影響、リスクおよび機会の説明 csrの主要分野

2. 組織のプロフィール

2.1 組織の名称 appenDiX － パーキンエルマー概要

2.2 主要なブランド、製品、またはサービス appenDiX － 会社概要

2.3 経営構造 appenDiX － 取締役会

2.4 本社の所在地 appenDiX － パーキンエルマー概要

2.5 事業展開している国名 appenDiX － 会社概要

2.6 所有形態の性質 appenDiX － 会社概要

2.7 参入市場 appenDiX － 会社概要

2.8 組織の規模 appenDiX － 会社概要

2.9 報告期間中に生じた大幅な変更 appenDiX － 会社概要

2.10 報告期間中の受賞歴 appenDiX - 業界内のコラボレーション

3. 報告要素

3.1 報告期間 csrレポート － このレポートについて

3.2 前回の報告書発行日 2011年 csrレポート（2012年 8月発行）

3.3 報告サイクル 年次 －「ceoから皆さまへ」を参照

3.4 質問の窓口 appenDiX － gri内容索引

3.5 報告書の内容を確定するためのプロセス - 重要性の判断、優先順位付け appenDiX － gri内容索引

3.6 報告書のバウンダリー － 国、共同事業など appenDiX － gri内容索引

3.7 報告書のスコープおよびバウンダリーに関する地域固有の制限事項 appenDiX － gri内容索引

3.8 共同事業、子会社などに関する報告の理由 appenDiX － gri内容索引

3.9 データ測定技法および計算の基盤 csrレポート － このレポートについて

3.10 以前の報告書で掲載済みである情報を再度記載することの効果の説明 該当なし

3.11 報告書に適用されているスコープ、測定方法、または計算方法における
前回の報告期間からの大幅な変更

本レポートより、caliper Life sciences
事業所のデータを掲載

3.12 報告書内の griデータの所在場所を示す表 appenDiX － gri索引

3.13 保証に関する方針および現在の実務慣行 第三者によるレポートデータの検証に
ついては毎年検討。本レポートは第三者

監査人による証明を受けていない

4. ガバナンス、コミットメントおよび参画

4.1 組織のガバナンスの構造 appenDiX － コーポレート・ガバナンス

4.2 最高統治機関の長が執行役員を兼ねているかどうかを示す コーポレート・ガバナンス

4.3 最高統治機関における社外メンバーおよび／または非執行メンバーの人数 appenDiX － 取締役会

4.4 株主および従業員が最高統治機関に対して提案を提供するためのメカニズム 年次株主総会招集通知書
（proxy statement）を参照

4.5 役員報酬と組織のパフォーマンスの関係 appenDiX － 取締役会

開示  一部開示  非開示

appenDiXappenDiX
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GRI指標 開示状況 記載箇所／直接的な回答

標準開示パートⅠ：プロフィールの開示

4.6 最高統治機関が利益相反問題の回避を確保するために実施されているプロセス 年次株主総会招集通知書
（proxy statement）を参照

4.7 最高統治機関のメンバーの適性を決定するためのプロセス 年次株主総会招集通知書
（proxy statement）を参照

4.8 組織内で開発したミッション（使命）、バリュー（価値）、または行動規範 appenDiX － 業務遂行基準

4.9 最高統治機関がリスクと機会を監督するためのプロセス appenDiX － 取締役会

4.10 最高統治機関のパフォーマンスを評価するためのプロセス appenDiX － 取締役会

4.11 組織がどの点に関して予防的アプローチに取り組んでいるか、および
その方法はどのようなものかについての説明

appenDiX － リスク管理

4.12 外部で開発され、組織が受諾する憲章、イニシアチブなど 国連グローバル・コンパクトに参画

4.13 組織の会員資格 appenDiX － 業界内のコラボレーション

4.14 組織に参画したステークホルダーのリスト appenDiX － ステークホルダー・
エンゲージメント

4.15 参画してもらうステークホルダーの特定基準 appenDiX － ステークホルダー・
エンゲージメント

4.16 種類ごとおよびステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、
ステークホルダー参画へのアプローチ

appenDiX － ステークホルダー・
エンゲージメント

4.17 ステークホルダー参画を通じて浮かび上がった主要なテーマおよび懸案事項 appenDiX － ステークホルダー・
エンゲージメント

DMA EC - マネジメント・アプローチに関する開示（経済パフォーマンス指標）

側面 経済的パフォーマンス 2012年度の年次報告を参照

市場での存在感 appenDiX － 会社概要

間接的な経済的影響

DMA EN - マネジメント・アプローチに関する開示（環境パフォーマンス指標）

側面 使用原材料

エネルギー csrレポート － エネルギー消費

水 csrレポート － 水の使用

生物多様性

排出物、廃水および廃棄物 csrレポート － 有害廃棄物

製品およびサービス csrレポート － eco-innovative products
（環境に配慮した製品）

コンプライアンス appenDiX － コンプライアンス委員会

輸送  

全般 csrレポート － ひとびとの健康と
環境を守るために

DMA LA - マネジメント・アプローチに関する開示（労働慣行とディーセント・ワーク（公正な労働条件））

側面 雇用 appenDiX － 職場

労使関係 appenDiX － 職場

労働安全衛生 csrレポート － ひとびとの健康と
環境を守るために

研修および教育 appenDiX － 従業員教育・研修

多様性および機会均等 appenDiX － 多様性

男女均等な報酬

開示  一部開示  非開示

appenDiX
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DMA HR - マネジメント・アプローチに関する開示（人権）

側面 投資および調達の慣行 appenDiX － サプライヤー

無差別 appenDiX － 業務遂行基準

結社の自由と団体交渉の権利行使 appenDiX － 人権

児童労働 appenDiX － 人権

強制労働の防止 appenDiX － 人権

保安慣行

先住民の権利

評価 appenDiX － 業務遂行基準

改善 appenDiX － 業務遂行基準

DMA SO - マネジメント・アプローチに関する開示（社会パフォーマンス指標）

側面 コミュニティ csrレポート － 地域社会活動

不正行為 appenDiX － 業務遂行基準

公共政策 appenDiX － 公共政策

反競争的な行動 appenDiX － 業務遂行基準

コンプライアンス（法規制遵守） appenDiX － コンプライアンス委員会

DMA PR - マネジメント・アプローチに関する開示（製品責任パフォーマンス指標）

側面 顧客の健康と安全 appenDiX － リスク管理

製品およびサービスのラベル表示 appenDiX － リスク管理

マーケティング・コミュニケーション

顧客のプライバシー

コンプライアンス（法規制遵守）

経済パフォーマンス指標

標準開示パートⅢ：パフォーマンス指標

ec1 収入、事業コスト、従業員の給与、寄付および
その他のコミュニティへの投資、内部留保および資本提供者や
政府に対する支払いなど、創出および分配した経済的価値（中核）

2011年度年次報告を参照

ec2 気候変動による組織の活動に対する財務上の影響および
その他のリスクと機会（中核）

ec3 確定給付型年金制度の組織負担の範囲（中核）

ec4 政府から受けた相当の財務的支援（中核） 2011年度年次報告を参照

ec5 主要事業拠点について、現地の最低賃金と比較した
標準的新入社員賃金の比率の幅（追加）

ec6 主要事業拠点での地元のサプライヤーについての方針、業務慣行および
支出の割合（中核）

ec7 現地採用の手順、主要事業拠点で現地のコミュニティから
上級管理職となった従業員の割合（中核）

ec8 商業活動、現物支給、または無料奉仕を通じて、
主に公共の利益のために提供されるインフラ投資および
サービスの展開と影響（中核）

ec9 影響の程度など、著しい間接的な経済的影響の把握と記述（追加）

開示  一部開示  非開示

appenDiXappenDiX
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環境パフォーマンス指標

標準開示パートⅢ：パフォーマンス指標

en1 使用原材料の重量または量（中核）

en2 リサイクル由来の使用原材料の割合（中核）

en3 一次エネルギー源ごとの直接的エネルギー消費量（中核） csrレポート － エネルギー消費

en4 一次エネルギー源ごとの間接的エネルギー消費量（中核） csrレポート － エネルギー消費

en5 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量（追加） csrレポート － エネルギー消費

en6 エネルギー効率の高いあるいは再生可能エネルギーに基づく製品および
サービスを提供するための率先取り組み、およびこれらの率先取り組みの
成果としてのエネルギー必要量の削減量（追加）

csrレポート － eco-innovative products
（環境に配慮した製品）

en7 間接的エネルギー消費量削減のための率先取り組みと達成された削減量
（追加）

csrレポート － エネルギー消費

en8 水源からの総取水量（中核） csrレポート － 水の使用

en9 取水によって著しい影響を受ける水源（追加）

en10 気候保護：地球の気候保護目標 csrレポート － our corporate social 
responsibility pillars（csrの主要分野）

en11 保護地域内あるいはそれに隣接した場所および保護地域外で、生物多様性の
価値が高い地域に所有、賃借、または管理している土地の所在地および
面積（中核）

en12 保護地域および保護地域外で、生物多様性の価値が高い地域での生物多様性
に対する活動、製品およびサービスの著しい影響の説明（中核）

en13 保護または復元されている生息地（追加）  該当なし

en14 生物多様性への影響をマネジメントするための戦略、現在の措置および
今後の計画（追加）

en15 事業によって影響を受ける地区内の生息地域に生息する iucn
（国際自然保護連合）のレッドリスト種（絶滅危惧種）および
国の絶滅危惧種リストの数。絶滅危険性のレベルごとに分類する（追加）

該当なし

en16 重量で表記する直接および間接的な温室効果ガスの総排出量（中核） csrレポート － 温室効果ガスの排出

en17 重量で表記するその他の関連ある間接的な温室効果ガス排出量（中核）

en18 温室効果ガス排出量削減のための率先取り組みと達成された削減量（追加）

en19 重量で表記するオゾン層破壊物質の排出量（中核）

en20 種類別および重量で表記する nox、soxおよびその他の著しい影響を及ぼす
排気物質（中核）

en21 水質および放出先ごとの総排水量（中核）

en22 種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量（中核） csrレポート － 有害廃棄物

en23 著しい影響を及ぼす漏出の総件数および漏出量（中核）

en24 バーゼル条約付属文書Ⅰ、Ⅱ、ⅢおよびⅧの下で有害とされる廃棄物の輸送、
輸入、輸出、あるいは処理の重量、および国際輸送された廃棄 物の割合
（追加）

en25 報告組織の排水および流出液により著しい影響を受ける水界の場所、
それに関連する生息地の規模、保護状況、および生物多様性の価値を
特定する（追加）

en26 製品およびサービスの環境影響を緩和する率先取り組みと影響削減の程度
（中核）

csrレポート － eco-innovative products
（環境に配慮した製品）

開示  一部開示  非開示

appenDiX

18



環境パフォーマンス指標

標準開示パートⅢ：パフォーマンス指標

en27 カテゴリー別の再生利用される販売製品および
その梱包材の割合（中核）

en28 環境規制への違反に対する相当な罰金の金額および
罰金以外の制裁措置の件数（中核）

en29 組織の業務に使用される製品、その他物品、原材料の輸送
および従業員の移動からもたらされる著しい環境影響（追加）

en30 種類別の環境保護目的の総支出および投資（追加）

社会パフォーマンス指標
労働慣行

標準開示パートⅢ：パフォーマンス指標

La1 雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力（中核） appenDiX － 職場

La2 従業員の総離職数および離職率の年齢、性別および
地域による内訳（中核）

appenDiX － 職場

La3 主要な業務ごとの派遣社員またはアルバイト従業員には提供されないが、
正社員には提供される福利（追加）

La4 団体交渉協定の対象となる従業員の割合（中核）

La5 労働協約に定められているかどうかも含め、著しい業務変更に関する
最低通知期間（中核）

La6 労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う、
公式の労使合同安全衛生委員会の 対象となる総従業員の割合（追加）

La7 地域別の、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合および
業務上の総死亡者数（中核）

csrレポート － 
sustainable and ethical business practices

（持続可能で倫理的な事業活動）

La8 深刻な疾病に関して、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを
支援するために設けられている教育、研修、カウンセリング、予防および
危機管理プログラム（中核）

La9 労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ（追加）

La10 従業員のカテゴリー別の、従業員あたりの年間平均研修時間（中核）

La11 従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理
および生涯学習のためのプログラム（追加）

appenDiX － 従業員教育・研修

La12 定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発のレビューを受けている
従業員の割合（追加）

appenDiX － 従業員教育・研修

La13 性別、年齢、マイノリティーグループおよびその他の多様性の指標に従った、
統治体（経営管理職）の構成およびカテゴリー別の従業員の内訳（中核）

La14 従業員のカテゴリー別の、基本給与の男女比（中核）

開示  一部開示  非開示

appenDiXappenDiX
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社会パフォーマンス指標
人権

標準開示パートⅢ：パフォーマンス指標

hr1 人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた重大な投資協定
の割合とその総数（中核）

hr2 人権に関する適正審査を受けた主なサプライヤーおよび請負業者の割合と
取られた措置（中核）

hr3 研修を受けた従業員の割合を含め、業務に関連する人権的側面に関わる方針
および手順に関する従業員研修の総時間（追加）

hr4 差別事例の総件数と取られた措置（中核）

hr5 結社の自由および団体交渉の権利行使が著しいリスクに曝されるかも
しれないと判断された業務と、それらの権利を支援するための措置（中核）

appenDiX － 職場

hr6 児童労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と、
児童労働の防止に貢献するための対策（中核）

appenDiX － 職場

hr7 強制労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と、
強制労働の防止に貢献するための対策（中核）

appenDiX － 職場

hr8 業務に関連する人権の側面に関する組織の方針もしくは
手順の研修を受けた保安要員の割合（追加）

hr9 先住民の権利に関係する違反事例の総件数と取られた措置（追加）

社会

標準開示パートⅢ：パフォーマンス指標

so1 参入、事業展開および撤退を含む、コミュニティに対する
事業の影響を評価し、管理するためのプログラムと実務慣行の性質、
適用範囲および有効性（中核）

csrレポート － 地域社会活動

so2 不正行為に関連するリスクの分析を行った事業単位の割合と総数（中核） appenDiX － リスク管理

so3 組織の不正行為対策の方針および手順に関する研修を受けた従業員の割合
（中核）

appenDiX － 業務遂行基準

so4 不正行為事例に対応して取られた措置（中核） appenDiX － コンプライアンス委員会

so5 公共政策の位置づけおよび公共政策立案への参加およびロビー活動（中核） appenDiX － 公共政策

so6 政党、政治家および関連機関への国別の献金および現物での寄付の総額
（追加）

so7 反競争的な行動、反トラストおよび独占的慣行に関する法的措置の事例の
総件数とその結果（追加）

so8 法規制の違反に対する相当の罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数
（中核）

開示  一部開示  非開示

社会パフォーマンス指標
製品責任

標準開示パートⅢ：パフォーマンス指標

pr1 製品およびサービスの安全衛生の影響について、改善のために評価が
行われているライフサイクルのステージ、ならびにそのような手順の
対象となる主要な製品およびサービスのカテゴリーの割合（中核）

csrレポート － eco-innovative products
（環境に配慮した製品）

pr2 製品およびサービスの安全衛生の影響に関する規制および
自主規範に対する違反の件数を結果別に記載（追加）

pr3 各種手順により必要とされている製品およびサービス情報の種類と、
このような情報要件の対象となる主要な製品およびサービスの割合（中核）

appenDiX － リスク管理

pr4 製品およびサービスの情報、ならびにラベリングに関する規制および
自主規範に対する違反の件数を結果別に記載（追加）

pr5 顧客満足度を測る調査結果を含む、顧客満足に関する実務慣行（追加）

pr6 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに
関する法律、基準および自主規範の遵守のためのプログラム（中核）

pr7 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに
関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載（追加）

pr8 顧客のプライバシー侵害および顧客データの紛失に関する
正当な根拠のあるクレームの総件数（追加）

pr9 製品およびサービスの提供、および使用に関する法規の違反に対する
相当の罰金の金額（中核）

appenDiX
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appenDiX

パーキンエルマージャパンは、ひとびとの健康と安全、そしてそれらをとりまく地球環境を守ることにフォーカスした CSR活動を
行っています。

地域社会への還元として地域で行われるイベントへの参加をはじめ、小学生を対象とした科学実験教室や富士山清掃活動など、企
業市民として社会的責任を果たすために積極的に取り組んでいます。

ここでは、2013年のパーキンエルマージャパンの取り組みについてご紹介いたします。

PERKINELMER JAPAN CSR ACTIVITY
－パーキンエルマージャパンの取り組み－

パーキンエルマージャパンは、日本でのビジネスを開始してから昨年（2013年）で 
35周年を迎えました。現在は、For The Better をスローガンとしてかかげ、刻々と変化
する市場からのニーズに対応しながら、人々の健康と健全な環境の創生に向けて様々な
製品やサービスを提供させていただいております。特に最近では、環境問題として大き
な社会的関心を集めている、PM2.5や放射性汚染物質などの評価に対して有効な技術の
開発を行ってまいりました。

これらの成果は、企業としての経済目標を達成するために必要な活動という視点からと
らえることもできますが、パーキンエルマーではこれらの技術ソリューションが社会の
抱える問題の解決に貢献ができることに大きな意義を見出しております。そして、この
ような考え方の原点に、私どもがCSR活動に対して高い優先度と関心を持って臨んでい
ることが反映されております。

日本における CSR活動は、世界のパーキンエルマーコミュニティーの中でも非常に高く
評価されております。本レポートの中でも紹介されておりますような、昨年までに行っ
てまいりました様々な活動をさらに拡大充実させるべく、本年も CSR活動をパーキンエ
ルマージャパンの中心的な事業目標に据えてまいります。皆さまも、我々パーキンエル
マージャパンが提供させていただく様々な健康及び環境へのソリューションに加えて、
CSR活動のさらなる広がりにもご期待とご声援をいただきたくお願いいたします。

青木睦郎

代表取締役社長

ご挨拶
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For the Better Day 2013  －地域社会活動－

パーキンエルマーの For the Better Dayは、2011年にはじまった世界的なボランティアプログラムです。各国の従業員が、“For 
the Better Day”という名称で地域社会活動に積極的に参加しています。

パーキンエルマージャパンでは 2013年に For the Better Dayとしての活動を 5回行いました。従業員の参加人数はのべ 63名で、
参加率は前年度より 4.2%増え 38.2%となりました。

日　時

1 富士山麓清掃活動 5月 18日（土）

2 「ホタルを楽しむ夕べ」での水質実験教室
主催：野村不動産株式会社

6月 01日（土）

3 福島県  松川小学校での水質実験教室 6月 21日（金）

4 楽園夏祭
主催：野村不動産株式会社

8月 02日（金）

5 第 3回おもしろ科学体験会での水質実験教室
主催：野村不動産株式会社

10月 4日（金）

1  富士山麓清掃活動
パーキンエルマージャパンは、2013年 5月 18日（土）に NPO法人富士山クラブの協力の
下、静岡県富士市「富士山子どもの国」周辺で清掃活動を実施いたしました。集めたごみの
中には換気扇、浄水器フィルター、PCラック等があり、不法投棄されたと思われるごみも 
たくさん含まれていました。弁当ガラ、空き缶、ペットボトル等が主なポイ捨てゴミでしたが約 2時間の
活動で総重量 160キロ、軽トラックの荷台がいっぱいになるほどのゴミを収集いたしました。

富士山は 2013年 6月に関連する文化財群とともに世界文化遺産に
登録され名実ともに「世界の富士山」になりました。近年ボランティ
アによって富士山の清掃が実施され改善されているようですが、そ
の周辺地域ではまだまだポイ捨てや不法投棄が行われているようで
す。こういった状況を認識したうえで、地球環境保全への社会的責
任を果たしていくため、自然環境の大切さを考えるきっかけ作り、
環境保全活動をこれからも継続して行ってまいります。
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パーキンエルマージャパンでは、地域貢献の一環として
野村不動産株式会社主催のイベントに積極的に参加しています。

2  第 6回ホタルがすむ街づくり展 2013
「ホタルがすむ街づくり展」は、ホ
タル観賞を通じて環境問題や自然
の大切さを考えるきっかけづくり
をテーマにしたイベントで 2008年
に始まりました。

パーキンエルマージャパンはこのイベント開催当初から環境活
動に取り組む企業としてパネル展示を行ってきました。2012年
からは、パネル展示を行うだけではなく、オープニングイベン
ト「ホタルを楽しむ夕べ」にて、小学生を主体とした実験教室
を行っています。

2013年は、6月 1日（土）に「ホタルを楽しむ夕べ」が開催さ
れました。「水のふしぎ実験室」と題して実験教室を行い、地域
のみなさまと一緒に水の大切さについて考えました。

パーキンエルマージャパンは、8月 2日（金）に横浜ビジネスパー
クで開催された「楽園夏祭」に今年も遊戯縁日の運営スタッフ
として参加しました。今年は、「わたあめ」のブースを担当しま
した。わたあめは行列ができるほどの人気で、最大約 1時間待
ちになりました。子どもから大人まで多くの皆様と交流を深め
ることができました。

5  第 3回おもしろ科学体験会
2013年 10月 4日（金）、横浜市
保土ヶ谷小学校 4年生と横浜市帷
子小学校 4年生を対象に「第 3回
おもしろ科学体験会」が開催され
ました。パーキンエルマージャパ
ンは、3回目の参加で、環境につ
いての授業と実験教室を行いまし
た。今回の実験では、水道水、帷
子川の水、海水、石けん水、レモ
ン水、ビオトープの水の 6種類の
水の性質について勉強しました。

後日、子どもたちから感想文をいただきました。

4  楽園夏祭

3  福島県  松川小学校での水質実験教室
2013年 6月 21日（金）に、福島県松川小学校にて水質実験教
室を行いました。今回の実験教室は震災復興支援プロジェクトの
一環です。実験教室は、「水の性質～生き物にやさしい、かわら
ない地球を～」と題して、水の大切さや環境について学びました。
子ともたちからは、「科学者になりたい」、「パーキンエルマーに
入りたい」というコメントをいただきました。

今年も感謝状をいただきました
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パーキンエルマージャパン震災復興支援プロジェクト
Japan Rapid Response Efforts supporting Japan in the wake of the Tohoku earthquake

パーキンエルマージャパン震災復興支援プロジェクトは、プロジェクト開始から今年で 4年目になります。

このプロジェクトは、パーキンエルマーで培われてきた分析技術や知識、経験を活かして復興を支援したいという一念で始まりました。
被災地域や災害救援に携わる研究機関で必要とされる分析機器の無償貸与、それに伴う消耗品の提供や技術サポートを行っています。

現在、東京大学アイソトープセンターや東京大学大学院 農学生命科学研究科、東北大学大学院 環境科学研究科、福島大学災害復興 
プロジェクトチームの各研究機関がこのプロジェクトに参画いただいています。これまでの活動報告については、各年ごとにパネルに
まとめています。

2013年は、プロジェクト活動の一つである東北大学大学院 環境科学研究科 井上
研究室の取り組みをレポートにまとめました。さらに、これらの活動をより多くの
みなさまに知っていただくために、11月 20日に六本木アカデミーヒルズで開催
された For the Better Forum 2013にて、これまでのパーキンエルマージャパンの
取り組みを紹介しました。

また、既に 23ページでご報告させていただいておりますが、復興支援プロジェク
トの一環として、福島県の小学校にて、水質実験教室を行い、水の大切さについて、
そして環境について子どもたちと一緒に考えました。

2014年も引き続き震災復興支援プロジェクトの活動を継続してまいります。

2011年 2012年 2013年 レポート


