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はじ め に
アルパインは、コーポレートビジョンとして「モービルメディア
の未来価値の創造｣を掲げ、クルマ社会の発展を目指して取
り組んでいます。この冊子は、そうした取り組みの現状を、事
業の概況やCSR（企業の社会的責任）活動といったテーマ
毎にご紹介しています。
アルパインの事業の現状と未来に対する考え方、社会や地
球環境への想いを、わかりやすくお伝えすることを心がけました。
また、企業の社会的責任（CSR）は、｢経営活動そのもの｣
との考え方から、今年度より、会社紹介にあたるCorporate
アルパインの事業、CSRに関する情報は、
本冊子とWebでご紹介しています。

ProfileとCSR Reportをひとつの冊子に統合しています。読
者の皆様に、よりアルパインのことを知っていただく媒体とな

高い

ればと願っております。

本冊子で報告

C S R 情 報について

社会の関心

Webで報告
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●対象範囲
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・対象範囲：連結28社
・対象期間：2008年4月1日～ 2009年3月31日
●参考としているガイドライン

詳細の情報

・環境省「環境報告書ガイドライン（2007年度版）」

コーポレートサイト
http://www.alpine.com
アルパインにとっての重要性

・GRI「 サスティナビリティ・リポーティング・ガイドライン第3版」
高い

（注意）本
 冊子には、当社グループの過去と現在の事実だけでなく、発行日時点における
計画や見通し、経営計画・経営方針に基づいた予測が含まれています。これら計
画・見通し･予測は、記述した時点で入手できた情報に基づいた仮定ないし判断
であり、諸与件の変化によって将来の事業活動の結果や事象が記述内容とは異
なったものとなる可能性があります。

●ホームページ掲載について
本報告書の情報は、Webサイトでも掲載しています。
Webサイト CSR/環境：http://www.alpine.com/j/csr/
●関連するレポート
「アニュアル・レポート」にて、詳しい財務情報を開示しています。
●次回発行予定
2010年6月を予定しています。
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トップメッセージ

持続的なモビリティ社会の実現に向けて

― 新しいクルマの時代 ―

画期的な大量生産を実現し、その後の産業に大きな

一方、技術の進化とともに新しいクルマの時代が出

Profileと社会的責任活動（CSR=Corporate Social

マの存在は、その進化とともに生活の利便性を劇的に

現しつつあります。「地球温暖化防止」や「循環型社

Resposibility）を紹介するCSR Reportをひとつの冊子

高め、産業構造に変革を起こしながら目覚しい発展を

会の構築」が世界の共通認識となった今、自動車メー

に統合しています。

遂げてきました。世界中には8億台超のクルマが走っ

カーは、「環境」「安全」分野に狙いをシフトし、他

個々の活動においては充分な取り組みとは言えない

ており、今後、新興国を中心に更なる拡大が期待され

の産業を巻き込んでハイブリッド車や電気自動車、先

面もあろうかと思いますが、現状をお目通しいただき、

ています。アルパインは、車室内で美しい音楽や目的

進自動車（ASV）の開発を進めています。この新し

忌憚ないご意見を頂戴できましたなら、と願っており

地まで迷わずに導くナビゲーション等を提供し、クル

いクルマは、近い将来、モビリティ社会に変革を促し、

ます。今後とも皆様の暖かなご理解とご支援を賜りま

マ社会と人々のライフスタイルに新たな価値の提供を

大きく伸長する可能性を秘めています。市場でも、ハ

すよう、よろしくお願い申し上げます。

目指して活動して参りました。今日、世界中の皆様に

イブリッド車や小型車、低燃費車等のエコカーの販売

アルパイン製品をご愛顧頂いており、今後もクルマと

が伸びています。

更なる経営構造改革へのチャレンジ
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の「軽量化・省電力化・安価」に対応した商品開発や、
カーナビゲーションを応用したエコドライブ機能の実
現、「安全・安心」を実現する商品開発に取り組んで

動車産業100年の歴史を根底から揺さぶるほど大きな

います。今後は、これらの変化に迅速に対応できる企

津波として押し寄せています。モータリゼーションの

業が、次に成長する企業であると確信しています。

された3大メーカーの経営の屋台骨をも飲み込んでし

2009年6月

アルパインも、これらの変化に適応すべく、自動車

2008年後半から世界中を襲った世界同時不況は、自

先進国であり最大の市場である米国では、Big3と称



今 年 度 より、会 社 紹 介 に あ たる C o r p o r a t e

影響を与えたフォードT型が世に出てから100年、クル

ともに発展して参りたいと考えています。

代表取締役社長

新しいクルマのための商品開発

コーポレートメッセージ

持続的な企業としてあり続けるために

まうほど大きな変化をもたらしており、アジアや欧州

このようにクルマを取り巻く環境が大きく変化し

においてもその影響は過去に経験のない規模に及ん

ようとしている中で、企業の社会的責任（CSR）とは、

アルパイン企業理念

でいます。2007年には世界で7千万台の需要があった

「私達を支えて下さっているステークホルダーの皆様

アルパインは 、人々の心を大切にし、仕事の質を高め、

新車市場は、2009年は6千万台を割ると予測されてお

とともに、お客様に喜ばれる商品・新しい価値を提供

活力に溢れた魅力ある企業を目指します。

り、今後数年間は2007年レベルへの回復は厳しいと

し、成長しつづけていくこと」ではないかと考えます。

謂われています。アルパインへの影響も例外ではなく、

すなわち、「経営活動そのもの」です。また、こうし

2008年下半期以降、自動車メーカー向けの受注は大幅

た環境下でこそ、企業の体質強化やステークホルダー

に落ち込み、加えて個人消費の低迷や円高等の影響か

の皆様との関係を深めていくことが重要と考えます。

ら、2008年度は上場以来初の損失を計上しました。現

アルパインの企業理念に｢個性の尊重｣「価値の創

在、2008年度より推進している構造改革プログラムに

造」「社会への貢献」という言葉があります。未曾有

「緊急収益改善施策」を追加し、「CHALLENGE30

の経営環境下の今こそ、私達はこの原点に立ち返り、

＋（プラス）」として更なる経営構造改革に取り組ん

「持続的なモビリティ社会の実現に向けて貢献し成長

でいます。

する企業」でありつづけたいと思います。

1.「個性の尊重」
アルパインは社員一人一人の誇りと情熱を大切にし、
人を育て、人を活かし、相互信頼の絆を築きます。

2.「価値の創造」
アルパインは時代をリードする先進技術に挑戦し、
人々に喜びをもたらす新しい価値を創造します。

3.「社会への貢献」
アルパインは品位ある商品の提供を通じ、
明日の豊かな社会作りに貢献します。
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事 業 紹 介
最新のデジタルメディアや通信技術を活用した
より楽しく快適なドライブ。

事業紹介

未来価値の創造を目指して

より安全で、地球環境にやさしいドライブの実現。
アルパインは、｢モービルメディアソリューション｣を通じ、
世界中のお客様に、｢新しい価値｣をご提案しています。

アルパイン
5つのExcellence

最高の技術／Engineering Excellence
最高の製品／Manufacturing Excellence
最高のマーケティング／Marketing Excellence
最高のサービス体制／Service Excellence
最高のパートナー／Partner Excellence

コーポレートロゴマークにある５本線（ファイブ・ス
トライプス）
は、
５つの企業活動を象徴し、
つねに
アルパインが目指すべき指針としています。
そして

最高の技術

「Mobile Media Solutions」の言葉に、
モービルメ

理想を追求し一切妥協を

ディアの全製品カテゴリーにおいて、
エキサイティ

許さない強いこだわり。他

ングな革新を目指し、
世界中のお客様にご満足い

社の追従を許さない圧倒

ただける、未来価値を創造するソリューションカン

的独創性。アルパインは、
つねにお客様に最高の技

パニーとしての強い意思を込めています。

術をお届けします。
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最高の製品

最高のサービス体制

圧倒的存 在感で、見た瞬

｢ 高品 質 ｣こそが、最 高 の

間、
そして手にしたあとも続

サービス。アルパインは過

く感動。
そして満足感。
アル

酷な車室内環境下でも、
つ

パインは、
つねにお客様に

ねに安定した性能と高い信

最高の製品で深い感動を

頼性を確保し、長く愛され

お届けします。

る製品をお届けします。

最高のマーケティング

最高のパートナー

お客様の心を揺さぶる製

お客様、
お取引先、
従業員、

品。
ドライブの楽しさを知り

株主/投資家、
地域など、
アル

尽くしたアルパインだから

パインを支えて下さる皆様

できる最高のマーケティン

と最高のパートナーシップの

グで、
つねにお客様に魅力

もと、
つねにお客様に喜ばれ

的な商品をお届けします。

る製品をお届けします。
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事業紹介

車載
音響機器
事業

A u d i o
P r o d u c t s

P

r

o

d

u

c

t

s

デジタル・メディア・ヘッドユニット
iDA-X305
iPhoneやiPod touchなど最新iPodに対応
した最適なヘッドユニット

一切の妥協を許さない「いい音」へのこだわりで、
モービルメディアサウンドの頂点を目指し続けます。
アルパインは、
「いい音」こそがより大きな感動を生むという理念のもと、車
載機器専業メーカーとして長年蓄積してきたノウハウと技術により、車室内
の環境を知り尽くしたソリューションを提案し続けています。

DDLinearスピーカー
DLX-Z17PRO
広大なダイナミックレンジを追求して到達
した静寂とパワー、スピードを兼ね備えた
高性能スピーカー

たとえば市販市場においては、ヴォーカルや演奏をより美しく、よりリアル
に再現する理想を結実させた「DDLinearスピーカー」や、圧縮されたデジタ
ルオーディオを車室内で十分に楽しむために「デジタル・メディア・ヘッドユ
ニット」を業界に先駆けて開発し、注目を集めています。
また日系自動車メーカーに納入している「CDオーディオシステム」が北米に
おける顧客満足度調査で高い評価を得るなど、創業以来一貫して続く、妥協
を許さない音質の追求と、品質向上のための取り組み、全ては理想の車室
内サウンドシステムの創造のためにあります。
※iPodは米国およびその他の国で登録されているApple, Inc.の商標です。

デジタルパワーアンプ
PDX-5
フロント＋リア＋サブウーファーのサウンド
を効率的にアップグレードできる高出力パ
ワーアンプ

車載
情報通信機器
事業
I n f o r m a t i o n
&

C o m m u n i c a t i o n

P

r

o

d

u

c

t

s

HDDカーナビゲーション
VIE-X08
先進機能と高画質・高音質を搭載、
リアビ
ジョンやカメラなどの拡張性に優れた次世
代カーナビ

P r o d u c t s

音･映 像・ナビゲーション・情報 通信からドライブアシストまで。
快 適さや感動の世界を広げます。
ナビゲーション、ビジュアル、通信機能、さらにはドライブアシスト（安全運転
支援システム）まで、ニーズの多様化とともに車室内システムは大きな広がりを

リアビジョン
TMX-R1100M
大画面高画質モニターでリアシートを快適
にする10.2型WVGA液晶

見せています。
アルパインは、音・映像・ナビゲーション・さらには情報通信が一体となった
先進的な機器の開発にいち早く取り組んでいます。国内市販市場向けには、
リアシートを感動空間にする大画面リアビジョンと先進の機能を搭載したナビ
ゲーションをパッケージ化した「リアビジョンナビ」を投入、ユーザーニーズに対
応しています。

欧州自動車メーカー向け
AVN一体製品
高品質なAVN製品をグローバルに納入

純正品においては欧州自動車メーカーのプロジェクトで高機能AVN一体機を
グローバルに立ち上げるなど、主要顧客からも開発力に評価をいただいています。
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事業紹介

アルパインの研究開発活動
独自の成長戦略を掲げて、
車載機器の新たなニーズを形に。
独創的な商品の創造

｢成長戦略｣を実現するための研究開発

創業から40年余、アルパインは、車載機器の

●AVNCD戦略

専業メーカーとして、つねに世界初・業界初の商

オーディオ、
ビジュアル、ナビゲーション、
コミュニ

品を世に出し、クルマ社会の発展を目指して研

■ ITS技術開発
●前方障害物情報提供

ケーション、
ドライブアシストの全ての機能を一つの

究開発を推進してきました。現在のナビゲーショ

システムで提供できる製品がAVNCD※です。より

ンの原型となったジャイロケーター、世界最小CD

多くのお客様に使っていただくために、幅広い価

チェンジャー、可動モニターを省スペースに搭載し

この先、
渋滞中。
追突に注意して
下さい。

格帯で商品化を行い、世界中のお客様にご愛用

たAVシャトル等、どれも世界で初めて商品化し

専務取締役 技術開発統括

宇佐美 徹

高い評価を頂いてきました。そして、今、
「Alpine
Vision 2015」を定め、新たな事業領域にドライ
ブアシスト（運転支援）領域を加え、安全分野に

現在、自動車業界は大きな転換期を迎えてい

挑戦。昨年、いわき本社に、実際の走行環境を

ます。いまアルパインに求められていることは、ク

再現できるドライブアシスト評価センターを設立

ルマ社会に暮らすお客様への新しい価値の提案

し、
ドライブアシスト商品のための開発環境を整

と商品の具現化であると考えます。アルパインは、

える等、より安全で快適なクルマ社会の実現を

その実現を目指すための｢成長戦略｣を定め、研

目指し研究開発に取り組んでいます。

究開発を推進しています。

いただけるよう取り組んでいます。また、安全・安
心を提供する「ドライブアシスト」については、交通
事故の削減を目指し、国家プロジェクトとして進め
られているITS技術開発に積極的に参画し、未

カーナビと連携し
て音声画像による
情報提供を行う

来の車載機器を追求しています。

●アライアンス戦略
車載システムの大型化に伴い、より高度で幅
広い技術が求められるようになっています。アル
パインは、より先進的な商品を提供するために、

■ アルパインが描く｢成長戦略｣

各分野の最先端をゆく企業とダイナミックに提
携しています。アルプスグループの要素技術を核

アライアンス戦略

に、各社の多彩なテクノロジーを融合することに

テーマに応じた最適企業との提携

AVNCD※戦略
High ・AVNCD融合機能
・車載情報センター
Entry ・低価格車/小型車対応
・機能限定

リンク戦略

成長戦略
『攻め』
商品創出

高度なドライブアシスト機能を
備えたITS車載機

より、革新的な商品を創造して参ります。

・CE商品とのコネクティビティー
・付加価値あるFirst One商品
・市販先行からOEM受注

グリーン戦略
省電力、
軽量化、
低コスト

●リンク戦略
携帯電話やiPod等の携帯機器を、家庭や、公

●グリーン戦略
クルマ社会においても環境対応への取り組みが、

共交通機関そして、クルマの中でも快適に使いた

よりいっそう求められています。そしてクルマ社会

いというお客様のニーズが拡大しています。アル

は、電気自動車やハイブリッド車といった環境対

パインは、車載機器メーカーとしてのノウハウを活

応のクルマの時代へと大きな変革期を迎えつつ

かしながら、それら携帯機器と車載機器との接

あります。アルパインは軽量化、省電力化への新

続・連携を実現し、お客様に新たな付加価値を

たな技術開発を通じて、地球にやさしい車載機

提供して参ります。

器の提供に貢献して参ります。

※AVNCD･･･Audio, Visual, Navigation, Communication, Drive assist

10
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CSRマネジメント
社会から信頼され、共感される企業であり続けたい。
アルパインは、コーポレートガバナンスの充実に取り組み

CSRマネジメント

アルパインのＣＳＲ

倫理観の向上と公正で誠実な企業経営に努めています。

アルパインのＣＳＲは、
｢企業理念を具現化するための
経営活動そのもの｣です。
― 厳しい経営環境下でこそ、
社会的責任に対する自覚と行動を ―

CSR委員長 常務取締役

田中 統治

環 境保 全や品質確 保 等により、C SR（= 企

めていくことが益々重要になっていると考えます。

業の社会的責任）が声高に叫ばれ 、各企 業で

そのため、従業員には、今一度、企業が及ぼす

もCSRへの対応が進んでいます。アルパインも

影響力について理解してもらい、｢『企業の社会

CSR委員会を始動して3年が過ぎました。まだま

的責任』に対する自覚と倫理観をしっかり持っ

だ課題はありますが、PDCAサイクルが回り始め、

て行動してもらいたい｣と強く願っています。なぜ

社内でもCSRに対する理解が深まってきている

なら、企業の社会的責任（CSR）は｢企業活動そ

と感じています。

のもの｣であり、従業員の意識の総 和が企業の

さて、企業を取り巻く環境は、グローバル化、環

CSRの水準を決定するからです。

境問題、消費者の価値観の多様化の中で大きく

厳しい経営環境に直面している今こそ、企業

変わろうとしています。身近な例で言えば、新型イ

の体質強化と企業のモラルや行動が問われてい

ンフルエンザへの対応は、グローバル化によりこ

ます。アルパインはCSR活動の更なる深耕に努め

れまで予期しなかったビジネスリスクとして対応を

て参ります。今後とも一層のご理解・ご協力を賜

求められ、また環境問題は、社会全体の共通課

りますようお願い申し上げます。

社会など様々なステークホルダー
（利害関係者）の
皆様の期待やご要望にお応えし、相互理解を深

12
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投資家

お客様、株主/投資家、お取引先、従業員、地域

コンプライアンス
ＲＣ委員会

事業リスク

全社統制
IT全般統制
業務プロセス統制

情報管理
ＣＳＲ推進事務局

すなわち、私達企業が成長していくためには、

内部統制部会

ＣＳＲ委員会

ていかなければならないと感じています。

行政府

ＡＬＰＳグループ CSR委員会
連携

く関わっており、私達は常に ｢企業の社会的責任
（CSR）｣の意味を企業活動全体の視点で捉え

業界

しています。このように、企業活動は、社会と深

地域社会

企業の倫理観や取り組み姿勢を一層厳しく監視

従業員

■ アルパインCSR推進体制図

お取引先

また価値観の多様化は、製品品質においても

お客様

題として私達企業に対策を迫っています。

地域/社会貢献部会
災害対策本部

災害リスク

環境管理委員会
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CSRマネジメント

コーポレートガバナンス

コンプライアンス/リスクマネジメント

アルパインは、経営の効率性・健全性・透明性を高めるために、

アルパインは、企業として最も基本的な責務である

コーポレートガバナンス体制の強化に取り組んでいます。

法令の遵守と健全な事業活動を通して、
お客様や社会から信頼される会社でありたいと考えています。

基本的な考え方

ガバナンス体制

アルパインは、
コーポレートガバナンスを
「企業価値

会社機関として監査役設置会社を採用し、経

を増大するため、
経営層に対して適正かつ効率的

営上の意思決定・職務執行の監視・監督機関と

アルパインでは、企業倫理や法令遵守の観点

な意思決定と業務執行」
「
、ステークホルダーに対す

して取締役会を、監査機関として監査役会を設

から、従業員一人ひとりが日常心掛けるべき基本

・安全総点検
（年2回）

る迅速な結果報告の動機付け」
「健全かつ効率的
、

置しています。

的な遵 守 事 項を、
「倫

・防災リスクアセスメント

取 締役会は、毎月1回定例開催し、経営の重

理 指 針（アルパインの

・グローバル危機管理ネットワーク整備

要事項の審議・決議を行っています。また、取締

十戒）」として定め、世

・総合防災訓練

役を本社の機能別に設置し、執行責任の所在を

界 中の 拠 点 で 周 知 徹

など、
緊急事態に備えた予防体制をグローバルに

明確にすることで、適正かつ効率的に職務執行

底を図っています。

整備しています。
特に防災訓練については、
日頃の

で透明性のある経営を実現する仕組みの構築・運
用」
と定義し体制の充実に取り組んでいます。
■ コーポレートガバナンスの枠組み
企 業 統 治
株主総会

コンプライアンス体制
●倫理指針の制定（｢アルパインの十戒｣）

が行われる体制をとっています。

株主による経営層統治

企業価値の維持 拡･大

会計監査人 会計監査
適法経営の確立

業務執行の決定
取締役会
取締役職務執行監督
・ アルプスグループ経営管理諸規定
・ リスクマネジメント
内部統制
・ 社内通報制度
・ 内部監査 ・ 自己チェック

経営層による企業内統治
監査役 取締役業務執行監査 会計監査
監査役による経営層監視・監督

●災害リスクマネジメントの徹底
アルパインでは災害対策本部を常設し、

訓練が重要との考えから国内外の拠点で実施して

監査役会は、監査に関する重要事項の報告を

います。
最近では、
新型インフルエンザ対策について、
アルパインの十戒
（日本語版）

受け、協議・決定を行っています。監査役には、当
社の業務に精通した者の他、親会社の監査役お

リスクマネジメントの取り組み

●コンプライアンス体制の強化

よび公認会計士ならびに弁護士を選任し、経営

法令遵守やビジネスリスクへの対応を目的

面に加え会計面・法務面等から監査を実施してい

に、RC（リスクマネジメント＆コンプライア

ます。このように経営監視機能として十分に機能

ンス）委員会を設置し活動しています。米国・

する体制を確保しています。

欧州・中国の担当事務局とリスク情報を共有す

海外の感染状況や従業員の健康状態を収集し対
策に取り組んでいます。

るとともに、各国特有の課題を吸い上げ、法令
■ コーポレートガバナンス体制図 （2009年6月現在）
株

主

選解任

監査役会
監査役4名
（社外監査役2名）

出席・
意見陳述義務
監督・監査

総

内部統制システムの構築

会

忠実義務
善管注意義務

選解任

選解任

取締役会
取締役11名

会計監査人

内部監査室
代表取締役社長

CSR委員会
内部統制部会
RC委員会
地域・社会貢献部会
災害対策本部

コンプライアンス
事業リスク

組んでいます。

アルパインでは、内部統制システムの構築につ

また2008年度からは、従業員教育にも力を入

いて、法的な対応のみならず、業務の効率性、有

れ、従来のセミナーに加え、eラーニングを活

効性の向上、改善活動の継続による企業価値の

用した社内教育も開始しています。

増大機会と捉えて、積極的に取り組んでいます。

通報

倫理ホットライン

遵守の徹底とリスクに対する迅速な解決に取り

業務執行
部門

業務執行
部門

業務執行
部門

情報管理
自己チェック
（CSA※）
災害リスク

防災訓練の様子

●情報セキュリティ対策の強化
不正アクセス、
コンピュータウイルス、
情報漏洩と
いった情報セキュリティリスクから会社を守るため、
技

2008年度は、内部統制評価の初年度であり、

●社内通報制度の導入
（｢倫理ホットライン｣）

財務報告に係る内部統制の整備・運用に注力し、

日本・米国・中国において、全従業員および

従 業員や管理 者向

体制整備を行いました。2009年度以降は更なる

協力会社から倫理問題や反社会的行為等の相談

けの情報セキュリティ

企業体質の強化にむけて、内部統制システムの

を受付ける「社内通報制度（倫理ホットライ

教育に力をいれてい

改善活動を推進します。

ン）」を設置しています。気軽に相談しやすい

ます。

術的な対策だけなく、

開かれた窓口として、問題の早期発見と迅速な
対応に努めています。

環境管理委員会

e-ラーニングによる情報セキュリティ教育
※Control Self Assessment
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社会とともに

社会とともに

地域の一員として

グローバル社会とともに成長する企業でありたい。
アルパインは、ステークホルダーの皆様との

アルパインは、グローバル企業として、

コミュニケーションを深め、良好な関係を築いていきます。

魅力的商品・サービスの提供
安心/安全な品質

お客様

お取引先

世界各地の地域の皆様との共存を目指して、積極的に交流を深めています。

役立つ情報提供
お客様ニーズの反映

株主・投資家

価値の創造

地域との対話・交流の推進

識の向上に取り組んでいます。

アルパインは、企業活動を支えて下さっている

共存共栄

利益配分

公正取引

IR・情報開示

グリーン調達

コミュニケーション

アルパイン

個性の尊重

自治体・地域の皆様との関わりを大切にし、持
続的に良好な関係を築いていくため、地域との
対話や地域行事への参加、事業所でのイベント
開催など、地域の皆様との交流・ふれあいを積

社会への貢献

従業員

極的に進めています。
地域社会

いわき本社で開催される｢夏祭り｣には、グルー
プ従業員やその家族だけでなく、地域住民の皆

雇用・賃金

雇用創出

従業員満足
コミュニケーション
人材育成

様にも参加いただいています。

次世代を担う人材の育成

地域交流・活性化
次世代人材の育成

業界
行政府

交通安全指導の様子

社会福祉

地域の発展につながることを願い、
アルパイン

コーポレートガバナンス
法令遵守

では、地域の大学・高校などと連携し、奨学金制

環境保全

度やインターンシップ制度の導入など、将来性豊か
な次世代を担う学生を積極的に支援しています。
特に世界一の自動車販売市場となった中国では、
組込系ソフト開発を含めた車載電装系技術者の
2008年の夏祭り

育成に力を入れています。毎年、大連市の大学へ
講師を派遣するなど、
これまでに500名近くの大
学生を支援しています。

地域の模範となる ― 交通マナー啓発 ―
アルパインは、自動車産業に関わるものとして、
自ら率先して交通安全に取り組んでいくため、日
頃からシートベルトの装着や構内制限速度の監
視・指導、また、地域の警察署や交通安全協会
の方々などをお招きした「交通安全講習会」など
を開催しています。従業員一人ひとりが地域にお
ける模範となるために、全社あげて交通安全意
アルパインクラス開講式

写真はダミーです

16
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社会とともに

お客様とともに

株主・投資家/お取引先とともに

お客様に高品位で確かな製品をお届けするとともに、

株主・投資家の皆様やお取引先から信頼される企業を目指して、

お客様との良好な関係づくりに努めています。

コミュニケーションの充実に努め、企業価値の拡大を図ります。

お客様視点を忘れずに

魅力ある商品・サービスの提供

いわき本社の展示室に1台のカーステレオが展

お客様一人ひとりに快適なカーライフを楽しん

示してあります。これは当社が30年前に米国市

でいただきたい。アルパインでは、お客様の声を

株主・投資家の皆様に、アルパインの事業内

場に参入の際、ユーザーの方が品質対応に対す

商品開発に反映するとともに、購入ご希望のお

容に対する理解を深めていただくため、業績や

るご不満から、銃で製品を撃ち返品された製品

客様にも最適な製品や取付情報をご紹介をして

財 務 情報、将 来の事 業 戦 略などについて、適

です。以来アルパインは、お客様視点に立ち、｢品

います。また、ご購入後も満足してご利用いただ

時・適切な情報開示に努めています。

質第一｣を胸に刻み、より良いモノづくりに努めて

くために、お客様に応じた各種情報をご案内し

います。

ています。

適時・適切な情報開示を目指して
●IR活動の推進

お取引先との共存・共栄へむけて
●資材調達方針
アルパインは、
社会的責任の実践を目指し、
以下の４
つの資材調達方針を掲げ、
日々の調達を行っています。
■ アルパイン資材調達方針
公正
Open and Fair

また近年、重要度を増している株主・投資家
の皆様との双方向コミュニケーションを積極的に

法令遵守

共存・共栄

Legal
Compliance

Partnership

推進し、頂いたご意見を経営判断に活かすなど、

グリーン調達

市場との対話にも取り組んでいます。このため、

Environment
Friendly

アナリスト・機関投資家向け決算説明会を年2回、
経営トップによる事業方針説明会を年1回実施し
ています。
Web

●お取引先向け業況報告会
相互信頼による共存・共栄を目的に、お取引先

投資家情報 www.alpine.com/j/investor

とのパートナーシップ強化に努めています。国内
において年2回、中国、北米、欧州地区において
それぞれ年1回、アルパインの業況報告会を開催

銃で撃ち抜かれた製品

お客様への情報提供の例

製品品質の向上にむけて

お客様相談窓口の充実

アルパインは、安全で高品質な製品をお届け

お客様相談窓口（インフォメーションセンター）

するため、グローバルに品質保証体制を構築し、

には、電話、FAX、E-mailで年間４万件以上の

製品品質の向上にむけて、取り組んでいます

お問合せが寄せられています。車種別のサポー

業界標準の品質マネジメントシステムISO9001、
ISO/TS16949の認証を全世界の工場で取得、

トやご提案など、お客様一人ひとりに、より一層
満足していただける応対を心掛けています。

更に米国・欧州・中国・日本に品質センターを設

し、生産・販売状況ならびに購買方針の説明を行
い、相互理解を深めています。
先の

お取引

アナリスト・機関投資家向け決算説明会

●株主の皆様への利益還元
アルパインは、株主の皆様への利益還元を経

置し、よりお客様の近くで迅速に対応する体制

営上の重要課題と位置づけており、連結業績を

を整備しています。また、製品開発においてもIT

ベースに「株主様への利益還元」「競争力強化

を活かしたDM（デジタルマニュファクチャリング）

のための積極的な研究開発投資や設備投資」

手法の活用や、品質工学を活用した製造工程、

「将来の事業成長に向けての内部留保」のバラ

生産ラインの自働化など、高い信頼性と品質を

ンスを考慮して利益配分を決定することを基本

確保すべく取り組んでいます。

方針としています。

声

「環境を軸に共存・共栄 ｣

環境対応車への移行が急速に進む中、アルパイン様は
更なるグリーン調達基準のアップと共に、製品の省電
力化・小型軽量化にも積極的に取り組まれています。当
社としてもこれらニーズに対応した車載グリーンデバイ
スを開発・提供させて頂くことで、アルパ
イン様とともに共存・共栄していきたい
と考えております。
シャープ株式会社
電子デバイス営業本部
新規市場開拓推進統轄
統轄

松村 宏之様

米国法人のお客様相談窓口
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社会とともに

従業員とともに
「個性の尊重」の企業理念のもと、一人ひとりの持つ可能性を信じ、
従業員が意欲的に生き生きと働ける職場づくり、
人材育成に取り組んでいます。

働きやすい
職場づくり
アルパインでは、従業員が組織する労働委員
会と会社側とで定期的に連絡会を行い、お互い
の理解を深めながら、課題の共有と解決に取り

労使協議会

組んでいます。また、定期的に「社員満足度調
査」を実施し、従業員の意識や要望を吸い上げ、
一人ひとりが生き生きと働ける職場づくりに努め
ています。

多様性の尊重
社会環境の変化に伴い、多様な働き方が求め
られるようになっています。アルパインでも、育児
休暇や短時間勤務の適用期間延長、一斉定時
退社の導入など、仕事と育児の両立や自己啓発
に取り組める環境づくりに取り組んでいます。

働きがいのある

また世界中で１万人以上が協働するアルパイ

職場づくり

ンは、様々な国籍の方々や障がい者等の方々が
活躍できるよう多様性を尊重した職場環境づく

従業員一人ひとりが向上心をもってより高い

様々な人材の協業

目標にチャレンジできるよう「目標管理制度」を

りを進めています。

導入しています。また、
「公正な評価・処遇」を重
視し、一人ひとりに結果のフィードバックと能力開
発・成長を促すとともに、功績の著しい従業員に
表彰を行っています。

社員の健康管理

また、
「企業は潰れやすい。しかし、個人が潰
れるわけにはいかない」という創業者の信念の
もと、
「人材の育成」にも力を入れ、一人ひとりの

特許に貢献した
社員の表彰風景

従業員の健康促進を第一に考え、保健師によ

キャリアプログラムの設定や、階層別・職種別に

る食生活指導、健康相談の他、専門医やカウンセ

専門性を高める研修を実施し、経営基盤の強化

ラーによるメンタル面のケア等、健康管理をサポー

に取り組んでいます。

トしています。また事業所内にトレーニングジムを

保健師による面談の様子

併設し、従業員の健康増進にも努めています。
次世代リーダーの育成研修
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いわき本社内のトレーニングセンター
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地球環境のために

環境にやさしい製品開発

緑豊かな美しい地球を次の世代にも残したい。
アルパインは、グループ全体で、環境保全を意識し

アルパインは、カーナビゲーションシステムの開発や、

低炭素社会の実現にむけて取り組んでいます。

製品の小型・軽量・省電力化を通じ、CO₂排出量の抑制に取り組んでいます。

カーナビゲーションシステムによる環境負荷抑制
製品

事業所

・はんだ鉛フリー製品の開発
・VOC削減
・グリーン調達
・製品含有化学物質管理
・カーナビゲーション
システムの開発
・小型・軽量化
・省電力化 など

・ゼロエミッションへの取り組み
・リスク管理
・騒音対策
・地球温暖化防止 など

アルパインが提供するカーナビゲーションシス
テムは、渋滞を回避し、目的地に最短時間で誘

ライブを支援する多彩な機能を搭載しています。

導する製品です。走行ロスによる余分な燃料消

お客様のクルマの燃費管理情報を表示する他、

費を少なくするとともに、渋滞時の長時間のアイ

ドライバーのアクセルワークを診断、採点表示し、

ドリング等による余分なCO₂排出量の抑制にも

ドライバーの急な加速・減速を警告します。急な

つながります。将来的には、社会インフラシステ

加速・減速は、燃費の悪化や地球温暖化の原因

ムとの連携により、更に高度な渋滞回避システ

とされるCO₂の発生に大きく関わっているとされ

ムが研究されており、カーナビの役割は益々高ま

ています。

ると予想されています。アルパインは、先進的な
カーナビゲーションシステムの開発を通じ、環境
管理システム
・環境監査
・環境会計
・ISO14001認証

継続的改善

コミュニケーション
・環境教育・啓蒙
・情報開示 など

渋滞回避に加えて、アルパイン製品にはエコド

アルパインは今後も、商品面においても、環境
を強く意識した開発を進めていきます。

負荷抑制に貢献していきたいと考えています。
■ 最新型カーナビゲーションX08シリーズ｢エコガイド機能｣
お客様のクルマの
燃費情報

など

燃 費
（Point）

良

普通

悪

100〜81

80〜21

20〜0

良好

普通

走行区間
採点時

悪い

ドライバーのドライブスタイルを診断・採点するエコガイド表示

の

担当者

声

お客様のエコドライブをサポート

｢エコガイド機能｣は、お客様から頂いたご意見をもとに機能の充実を
図っています。市場でもユニークな機能として大変好評を頂いています。
最新製品ではこの他にも、水銀を使用しないLEDバックライト表示を採
用するなど、製品設計自体でも環境への配慮を行っています。今後も環
境を意識した商品を企画・開発していきたいと考えています。
商品企画部マネージャー
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環境にやさしい製品開発

環境にやさしい事業所
アルパインは、限りある資源の有効活用や廃棄物の発生抑制、
地球温暖化の主要因の一つとされているCO₂排出量削減に努め、
環境にやさしい事業所を目指しています。

小型・軽量化への挑戦
車載機器の重量は、クルマの燃費に大きな影
響を与えるといわれています。

を構成する部品のうち、最も重い部分はヒートシ
ンクという、電気回路から発生する熱を効率的に
放散するための部品で、一般的に大きいほど高

ゼロエミッションの実現
廃棄物の分別収集施設「エコステーション」を

●クリーンエネルギーの導入
地球温暖化の主要因の一つとされているCO₂

設置し、従業員一人ひとりが分別を徹 底するこ

には、このヒートシンクの小型化が不可欠ですが、

の排出量を削減するため、アルパインは、電力使

とで再資源化を進め、4事業所においてはゼロエ

クルマの燃費向上に貢献できると考え、回路や

構造的な工夫や小型ファンの追加により、ヒート

用量をはじめとしたエネルギー使用量の削減に

ミッションを達成しました。また、2006年から、特

製品構造はもちろんのこと、素材や部品の選定

シンクの重量を当社従来製品に比べ、約35％軽

取り組むと同時にクリーンエネルギーの導入を始

に廃棄物の発生抑制（リデュース）に注力し、製

に至るまで徹底的に吟味し、軽量化を追求して

量化しています。

めました。

品や梱包材の小型・軽量化や試作品の削減など

アルパインは、製品を小さく、軽くすることで、

います。
2008年には、パワーアンプ製品の小型・軽量

い放熱性を持ちます。製品を小型・軽量化する

地球温暖化防止への取り組み

今後も更なる製品の小型化・軽量化にむけ、

に取り組んでいます。

継続して開発に取り組んでいきます。

化技術の開発を行いました。パワーアンプ製品
■ 従来製品とその回路基板

■ 最新製品とその回路基板

太陽光発電パネル

●通勤車両のCO₂削減
アルパインは、通勤にマイカーを使用する従業

の

担当者

声

員が多いため、通勤車両から出るCO₂排出量を

妥協なき音質へのこだわりと軽量化の両立

小型・軽量パワーアンプの開発に当たっては、アルパインのこだわりで
ある「音質」に対して、一切妥協しないというスタンスで臨みました。
最も苦労したのは、電子回路の高集積化です。チップ部品の高集積化

削減する取り組みを行っています。

近隣地域への配慮
塗装工程で発生するVOC（揮発性有機化合
物）などによる悪臭や大型プレス設備などから出

エコドライブ講習やオリジナルエコドライブス

る騒 音の影 響を軽減 するた

テッカー配布による啓蒙活動に加え、エコカー優

め、洗浄設備の導入や防音対

先駐車場を設置する等、全社をあげて取り組ん

策に取り組んでいます。

でいます。

やそれに伴うソフトウェアの作り込みには膨大な開発期間を要しました。

エコステーション

プレス機の防音対策

また、電子回路から発生するノイズの低減にも大変苦労し、葛藤が続き
ました。しかし、特殊技術の専門家である社内のノイズマイスターと連携
し、最終的には複数のチップ部品をひとつに集約することができ、目標
とする音質を確保しながら、製品の小型・軽量化を実現することができ
ました。今後は、この技術を他の製品にも展開し、多くのお客様に、
「い
い音」と「環境への優しさ」を両立した製品をお届けしたいと思います。

サウンドシステム製品開発部

洗浄設備

田岡 健太郎

詳細な環境パフォーマンスデータはこちらへ
エコカー優先の駐車場
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みんなで環境活動
海外を含むアルパイングループ全体が、それぞれの地域と密着しながら
様々な環境活動に積極的に取組んでいます

よう！
体験し

う！
育てよ

リサイクル・スピーカーづくり体験教室

中国での植樹活動

の

担当者

の

担当者

毎年、本社のあるいわき市主催の環境展に参

声

加し、
アルパインの環境活動について紹介してい

子供たちの好奇心がどんど

願っています。緑

非 常 に エキ サ

の大切さを実感

験でした。

中国では、
毎年４月に砂漠化の進む地域に緑の

した1日でした。

大地を取り戻そうと、
植樹活動に積極的に参加し環
境活動に貢献しています。

いただき、使用済みのペットボトルを使ったスピー
カーづくりの体験教室を開催し、
リサイクルの大切

広 大 な 土 地 で す が、少し
ずつ緑が 育ってくれることを

ん高まってくるのを感じられて、
イティングな体

ます。展示ブース内では、たくさんのお子様に参加

声

アルパイン・中国

李玲

サウンドシステム製品開発部

今井 正己

さを伝えています。

！
学ぼう

メキシコでの環境学習活動

う！
にしよ
い
れ
き

海岸清掃

の

担当者

声

の

従業員の家庭でも、親子の
間でエコロジーが話題となる
など、うれしい話
を聞くようになり
ました。

労使一体となり、事業所周辺地域の海岸清掃
を行いました。夏の海水浴客が残したごみは、全
部で200袋以上になりました。
26
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担当者

次世代を担う子供達に自然環境やリサイクル
の大切さを知ってもらうため、地域の環境活動グ
ループ「Young environmentalist of Reynosa」を

アルパイン労働委員会 委員長

渡部 雅之

お招きし、環境学習フェアを行ないました。楽しい

声

子供達の楽しそうな笑顔を
見て、
今後も継続していきたい
と考えています。

Alcom Electronics de Mexico
HumanResourcesDept.
Environmental,
Health&Safety manager

Alejandro Segura

ゲームを通じて環境の大切さを学習しています。
アルパイン 会社案内/CSRレポート 2009
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アルパイン
グループ

アルパイン・U.K.

S D

アルパイン・ドイツ

アルパイン・ヨーロッパ

（シュトゥットガルト）

（ミュンヘン）

アルパイン・マニュファクチャリング・
ヨーロッパ（ハンガリー）

M

H S

S D

アルパイン中国（北京）

東軟集団股份有限公司

大連開発センター

大連アルパイン

H S

D

D

M

海外現地法人・合弁会社
北米・南米
S

North America
S

S

Europe

S

S
S

S

アルパイン・アメリカ
アルパイン・リサーチ・アメリカ
アルパイン・カナダ
アルコム・メキシコ
アルパイン・
ブラジル

Asia

S

S

S

S
S

S
S

S

S

Japan

欧州

S

アルパイン本社
H S D
S

アルパイン・ヨーロッパ
アルパイン・リサーチ・ヨーロッパ
アルパイン・ドイツ
アルパイン・U.K.
アルパイン・
フランス
アルパイン・イタリア
アルパイン・スペイン
アルパイン・マニュファクチャリング・ヨーロッパ
アジア・オセアニア

S

アルパイン・マニュファクチャリング

M
S

アルパイン中国（北京）
アルパイン中国（大連開発センター）
大連アルパイン
太倉アルパイン
アルパイン香港
アルパイン・アジア・パシフィック
アルパイン・インド
アルパイン・テクノロジー・マニュファクチャリング・タイ
アルパイン・オーストラリア
東軟集団股份有限公司

国内子会社・関連会社
アルパイン・アメリカ（L.A.）

アルコム・メキシコ

アルパイン・アメリカ

H S D

M

（デトロイト）

S D

アルパイン・インド

S

アルパイン・アジア・
パシフィック

アルパイン・テクノロジー・
マニュファクチャリング・タイ

H S

M

太倉アルパイン

M

アルパインマーケティング株式会社
アルパインマニュファクチャリング株式会社
アルパインプレシジョン株式会社
アルパインテクノ株式会社
アルパイン技研株式会社

アルパインは、グローバルにビジネスを展開しており、全世界の主要自動車メーカー

グローバル
S.M.D.

及び市販市場の要望に対応するため Design in Market・Made in Marketの思
想のもと、販売（Sales）、生産（Manufacturing）、開発（Development）拠点のグ
ローバル4極体制（日・米・欧・アジア）を確立しております。
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アルパインカスタマーズサービス株式会社
アルパイン情報システム株式会社

H 統括拠点（Headquarters）
S 販売拠点（Sales Base）
M 生産拠点（Manufacturing Base）
D 開発拠点（Development Base）

アルパインビジネスサービス株式会社
アルパイン京都販売株式会社
アルパイン兵庫販売株式会社
東芝アルパイン・オートモティブテクノロジー株式会社
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会社概要

アルパイン株式会社

（2009年4月1日現在）

設

立

年

沿

革

アルプス電気と米国モトローラ社の合弁会社として、アルプス・モトローラ株式会社を設立●

1968

月 日 1967年5月10日

●8トラック・テーププレーヤーの
生産開始

資

本

金 259億2,059万円

カーラジオの生産開始●

社

員

数 11,573名
（連結ベース 28社合計：2009年3月31日現在）

いわき事業所を開設●

事

業

内

容 車載音響機器事業、車載情報通信機器事業

株

式

上

場 東京証券取引所市場第一部

1969

1971

●初の自社ブランド製品「ハンディ8」
（携帯用8トラックプレーヤー）
全国販売開始

会社が発行する株式の総数 160,000,000株

“アルパイン”ブランドで、高級カセットデッキの輸出開始●

発 行 済 株 式 総 数 69,784,501株
本

1967

現アルパインの母体が発足●

1975
1978 ●ドイツに、販売会社アルパイン・エレクトロニクス・GmbHを設立
●社名をアルパイン株式会社に変更

社 東 京：〒141-8501 東京都品川区西五反田1-1-8
		
電話：03（3494）
1101
（代表） FAX：03（3494）
1109
いわき: 〒970-1192 福島県いわき市好間工業団地20-1
		
電話：0246（36）4111
（代表） FAX：0246（36）6898

●米国に、販売会社アルパイン・エレクトロニクス・
オブ・アメリカ・インクを設立
世界初のジャイロケーターを●

1981

本田技研工業（株）
と共同開発

1982

●「LS-5」シリーズ（コンピュータEQ）で
グッドデザイン賞を受賞

アルパイン/ラックスマンブランドとして発売のLV-105、
107が●

1985

グッドデザイン賞部門別大賞を受賞

1987 ●いわき事業所新社屋完成
1988
1989 ●CDシャトル5952が大ヒット
1991

東京証券取引所市場第二部に株式上場●

専務取締役
宇佐美 徹

東京証券取引所市場第一部に株式上場●
世界初3Dシャトル5980、AVシャトル2913登場●

1992
高精度GPS方式のカーナビゲーションシステム「GPシャトル」登場●
石黒 征三

代表取締役社長

常務取締役
梶原 仁

常務取締役
佐藤 卓美

常務取締役
田中 統治

常務取締役
中村 一男

●ドイツに、欧州統合会社アルパイン・エレクトロニクス
（ヨーロッパ）
・GmbHを設立

1993

カーオーディオメーカーとして初めて中国での生産を開始●

1994

●メキシコのアルコム社の新工場落成。本格稼働
●中国に生産会社、大連アルパインを設立

取締役

片岡

政隆

相馬

猪狩

健次

堀

森岡

洋史

聡

監査役

重和

倉島

要

奥山

直敬

吉野

賢治

増田

好剛

中国に販売会社、
アルパイン中国を設立●

1995
1996 ●カーナビゲーションシステム「NVE-N055V」、カー用品大賞受賞
●中国の瀋陽東大アルパイン・ソフトウェア、上海証券市場に上場

1998

ハンガリーに生産会社、アルパイン・エレクトロニクス・●
マニュファクチャリング・オブ・ヨーロッパを設立
売上高
（連結）

経常利益
（連結）

単位：億円

単位：億円

3,000
2,500

2,539

2,650

120
2,520

120
110

2000

104

1,966

国内市販販売の新会社、●
64

60

1,000

40

500

20

0

05/3

06/3

07/3

08/3

0

09/3

年/月

アルパインブランド誕生25周年●
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●中国向けナビゲーションの現地開発・現地生産を開始
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08/3

09/3

●世界初iPod専用ヘッドユニット「iDA-X001」を発売
●いわき本社にドライブアシスト評価センターを新設

10

10
0

●北米でポータブルナビ「Blackbird」発売。
●社内開発のプラットフォームを採用したカーナビ「モービルメディア・ステーションX07」を発売

9,860
8,350

●車室内でiPodを高音質再生できるヘッドユニットを発売
「用品大賞2005」大賞受賞（CDA-9855Ji）

年/月

1株当たり配当金の推移

13,403

●国内カーオーディオメーカーとして初めて、自動車業界の品質マネジメント規格「ISO/TS16949」認証取得

2003
2004 ●世界初PulseTouch™ ディスプレイ搭載の AＶヘッドユニット「IVA-Ｄ300」が、BEST of CES 2004 受賞

2005
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単位：人

9,000

2002

●「太倉アルパイン」、
「アルパイン中国大連開発センター」をそれぞれ設立

-20

従業員数（連結）

2001

アルパインマーケティング株式会社を設立

80

1,500

●国内の生産拠点アルパイン・マニュファクチャリングを設立
●フラッグシップモデル「AlpineF#1Status」TM発売。欧州で「Car HiFi Grand Prix」受賞
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2,000

環境マネージメントの●
国際規格ISO 14001認証を取得
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2008

●リアビジョンと先進のナビのパッケージ「リアビジョンナビ」発売

09/3

年/月

アルパイン 会社案内/CSRレポート 2009

31

www.alpine.com

本誌はFSC認証紙を使用しています。

