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統

代表取締役

食品安全をガード 失敗から学ぶ

羅 智先より：

食品安全に対し、

当社は「最上がなく、向上しかない」といった意向及び姿勢を持ち、

慎重に操業を続けております。

一企業は台南における小麦粉製粉工場とし
て発足し、四十年間にわたって努力し続け
てまいりました。現在、当社は全土まで広がり、
中国、東南アジアへ進出し、世界的な規模に拡
張し、健康・サービス・民生を統合した産業グ
ループになりました。2013 年において、当社の
運営がより成長し、利益を更新したほか、フォ
ーブス誌の世界の大企業トップ 1000 社にランク
インしました。我々は運営規模が大きいほど、
負うべき責任がより重くなることが理解してい
るので、「高品質、高信頼性、高度なサービス、
適切な価格」といった経営理念を持ち、「責任
管理」、「ロハス製品」、「持続可能な環境」
及び「社会と共存共栄」の四つの面から着手し、
当社の負うべき企業の社会的責任を管理し、各
方面のニーズを応えることを前提として、すべ
ての利害関係者の信頼を得て、輝かし成長を追
い求めます。

全国食品業のベンチマーク企業として、消費
者に健康かつ安全な食品を提供することは当社
の根本理念です。食品安全に対し、当社は「最
上がなく、向上しかない」という意向及び姿勢
を持ち、慎重に操業を続けております。過去数
回の食品安全事件で、当社の一部の製品は原材
料、供給連鎖に対する管理に不備があることに
より、消費者のブラントに対する感情を損なっ
たことは否めない事実です。此度の事件から教
訓を覚え、当社は直ちにプロセス及びガードメ
カニズムを見直しまた。2013 年間に 14 カテゴ
リー、計 111 項目の実験室認証を取得し、原材
料管理を厳重に行っております。またを形造り
ました。さらに、出所を管理し、供給者と共に
手を携えて生産履歴を構築するほか、74 社の供
給者の ISO 22000（食品安全マネジメントシス
テム）認証の取得を支援し、331 社の供給者に
対する現地調査を徹底します。2014 年に発生し
た油脂安全事件で人々に不安や迷惑を与え、当
社は非常に不安、遺憾に存じ、再び食品安全を
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害する要素が複数の細かい箇所に潜んでいるこ
とを認識しました。将来、当社はより確実に原
材料出所管理メカニズムを構築することを約束
いたします。現在建設中の食品安全ビルは当社
が食品安全に対する長期的約束を具体化したも
のです。最高仕様を実現した検査及びより多く
の専門家の参与により、如何なる潜在的食品安
全を害する要素を排除します。我々の努力及び
拘りが消費者の信頼を再度築けることを期して
おります。食品安全を確保するほか、我々も地
元優良農業の広がりに力を尽くしております。
台湾地元の優良畜産農場と提携することによ
り、地元経済を活性化し、地元発展を促します。
また、健康が保障される現代食事トレンドに適
合した製品を提供することも我々のもう一つの
目標です。消費者の健康を確保するために、現
存の製品を改良するほか、我々はより積極的に
健康商品の開発に力を入れております。今まで、
健康食品認証マークを取得した製品は 18 項目、
カーボンフットプリントラベルを取得した製品
は 15 項目があり、消費者により多くの健康に良
くて環境にやさしい製品を提供しております。
消費者の認めを得るために、如何なる努力を尽
くし、全力投入します。

性を探り、太陽光発電、バイオガス発電及び風
力発電街路灯などの環境に優しい再生可能エネ
ルギーを使用しており、持続可能な環境にささ
やかな努力を捧げます。社会に対し、我々は一
貫した労使協調を維持し、従業員福利厚生及び
権益を重視し、従業員が安心して職務に力を尽
くすことができる環境を作ります。さらに、台
湾ミレニアムヘルス財団法人を介し、積極的に
予防医学に関する社会教育を行っております。
今年の 8 月 9 日に開催されたウエスト測りイベ
ントは台湾ミレニアムヘルス拠点全国健康日と
結合し、民間一回健康診断において最も規模が
大きいイベントとなりました。統一企業社会福
祉慈善財団法人が引き続きに弱者に関心を寄せ
ており、本年度の予想受益者数は 5,300 人、総
支出 1,060 万台湾ドルでした。社会との交流に
ついて、我々は統一ライオン野球チームにを介
して野球文化を深めます。我々はこれからも引
き続きに「社会から受け、社会に還元」といっ
た理念を持ち、企業の社会的責任を果たし、社
会と共存共栄します。
この一年を顧みると、挫折も栄光もありまし
たが、これらはすべて我々が卓越を追い求める
エネルギーになります。将来、当社は製品価値
及び構造の向上を運営の主軸とします。このよ
うな主軸のもとで、「集中的経営・簡単な作業」
といった作業規律を深め、持続可能な企業にな
ろうとしています。即ち消費者に信頼される食
品会社、投資家の理想的な優良な投資対象、従
業員が努力を尽くす職場、サプライヤーの優先
的に提携するパートナー、優良な社会の一員、
積極的に管理を行うサプライチェーン、環境や
資源に責任を負う企業になるために力を尽くし
ます。我々は引き続きに各方面からの期待に応
じるために努力し、我々が受け継いだ事業を続
かせ、繁栄させます。

卓越を追い求め
台湾と手を携えてロハス生活へ
統一企業の運営は世界的規模に拡張しました
が、統一企業を育てる台湾に思いを寄せており
ます。四十年にわたり、我々は環境保護活動の
推進、従業員福利厚生の徹底、人々の健康意識
の向上、チャリティーイベントの開催、スポー
ツ意識の深めるに全力を尽くしてまいります。
我々の貢献により、社会の風潮を促し、台湾を
より良くすることができる事を期しています。
我々は引き続きに持続可能な環境づくりプラン
を 行 い、2013 年 の 温 室 効 果 ガ ス 排 出 削 減 量 は
6,028 トンを達成、用水量は 98,184 トンを削減、
廃 棄 物 の リ サ イ ク ル 率 は 96.3% を 実 現 し ま し
た。また、積極的に代替エネルギーの実現可能

代表取締役
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責任管理
市場価格台湾ドル突破

3,000 億元

● 「監査委員会」を設置

● 利害関係者の重視する議題を調べる初回ア

ンケート調査

● 将来、
毎年企業の社会的責任報告書を発行
● 企業の社会的責任報告書

ーションレベル A+

GRI G3.1 アプリケ

社会と共存共栄
2013 年従業員賃上げ率

ロハス製品
実験室認証

111

3.31%

項目取得

● 従業員平均研修時数

● 331 社のサプライヤーに対して現地審査

32 時間

●9
 8%

の従業員が統一企業株式会社企業
組合に入会

を実行

● 74

社の供給者に対して ISO 22000 証の
取得を支援

●  「ミレニアムヘルス・OPEN ちゃん・学校

● 18

●「
 台湾ミレニアムヘルス健康財団法人」
は

へ出向き健康づくり」10 回開催

項目の製品は健康食品認証マークを
取得

「メタボリックシンドローム」への認識を
広げる、認知度 70.6% に達する

● 15

項目の製品はカーボンフットプリント
外部審査に合格、11 項目はカーボンフッ
トプリントラベルを取得

2013 年

CSR

持続可能な環境
温室効果ガス排出削減量

主な成果概要

6,028トン

● 用水：98,184トン削減
● 用電：6,286kwh 削減

● 重油、軽油：6,764ℓ削減
● 廃棄物リサイクル率：96.3%
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2013 年台湾トップ 20 国際的ブランド賞を受賞

統一企業は企業の社会的責任報告書を通じることによ
り、財務以外の情報を公開します。誠実な会社経営、従
業員福祉厚生、環境保護議題及びコミュニティ・公益に
関心を寄せることなど様々な具体的な活動を通じ、持続
可能といったコンセプトを会社の各運営のための意思決
定及び行動に実践するほか、社会的責任を負うべき持続
可能な企業として利害関係者と共に努力します。

ビジネスネクスト誌「デジタルサービスベンチマーク
企業」食品飲料カテゴリー 1 位を受賞

《ビジネスネクスト》誌第三回「デジタルサービス力調
査」は四段階の審査を経て、「利用者経験、検索エンジ
ン向上、インターネット上口コミ、インターネット利用
者による投票及びウェブサイト基本的元素」などの五つ
の指標で審査を行い、抽象的なデジタルサービス力を企
業の参考になれる経営方向に一変させます。また、食品
飲料カテゴリー 1 位を受賞したほか、ネット投票で二番
目に高い得票数を獲得しました。さらに、企業公式サイ
トのシンプルさ、読みやすさも高い点数を得ました。

ビジネスネクスト誌「グリーンブランド食品飲料カテ
ゴリー」優秀賞を受賞

グリーンブランド調査は「グリーン製品・サービス」、
「グリー
ン方針及び実行」、
「グリーン評判」の三つの面から専門家
による評価を行います。統一企業及び統一コンビニエンスス
トア、
統一スターバックスは123 社の参加企業から勝ち抜き、
それぞれビジネスネクストグリーンブランド食品飲料カテゴ
リー、小売販路カテゴリー及び飲食サービスカテゴリーの賞
を受賞しました。統一企業グループが長年にわたって投入し
た努力及び入念は専門家及びインターネット利用者に認め
られたことがわかります。

コモンウェルス誌「台湾最も名
高いベンチマーク企業」食品産
業カテゴリー 1 位を受賞
19 年連続食品産業ベンチマーク企
業 1 位を受賞、企業の経営の成果が
認められることが注目されました。
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台湾再生可能エネルギー研究財団法人
「2013 年台湾企業永続賞」を受賞
台湾を導いて持続可能な島を構築し、世界
の舞台で輝く中堅パワーになり、可能性に
満ち溢れる将来を展望します。
2013 統一企業社会的責任報告書
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Responsible Management
1.1 会社運営概要
1.2 財務成果
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統

一企業は台南永康に位置する小麦粉製粉工として発足して、現在、国際的グループにまで発展し
ました。常に時代と共に発展し続けています。時代の脈動に密着しているほか、消費者生活の変
遷を把握し、時代のトレンドをリードするように革新し続けています。適切な時間に適切な市場にお
いて適切な商品を投入、または産業に進出し、現存の資源と統合して応用し、産業を跨いでその核心
的優位性を広げ、グループ化した経営式を構築し、相乗効果を発揮します。

假圖

統一企業はロサンゼルスをアメ
リカ・カナダ地域における食品
マーケティングの重要な運営拠
点としています。
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Sustainable Environment

世界経済の成長に伴い、統一企
業はインドネシア、タイ、ベト
ナム、フィリピンなどのアジア
太平洋地域における幾つの新興
地域で積極的に拠点を設置して
います。

持続可能な環境

東南アジア地域

社会と共存共栄

Connecting with Community

その他の地域

ロハス製品

統一企業は中国市場を国際化の最初段階としまし
た。現在、拠点配置は第二段階に入りました。各
省・各自治区において一つの本工場を設置し、さ
らに本工場を中心にして各工場を設置し、複数の
点で全面的なネットーワークを構築することを目
標とします。

Quality Products

中国地域

責任管理

会社運営概要

Responsible Management

1.1

地元コミュニティを促進
黄金の十年間、新竹湖口団地の設置に
百億台湾ドルを投入
将来の「黄金の十年間」ビジネスチャンスに着目し、
2011 年に百億台湾ドルを投入し、新竹湖口で食品

工場、製品流通及び観光の三つの機能を兼ね備え、
斬新な総合的生産拠点を建設しており、三年後で竣

工する予定です。将来、民衆が食品生産の製造プロ
セス及び品質管理を見学することができるほか、そ

れに対する認識を深めることもできます。また、新
竹湖口で工場を設置することにより、1000 人余り

の雇用を創出し、サプライチェーンを地元化させ、
経済の成長を促進する効果があります。我々は、新
竹湖口総合的工場が正式運営し始めた後、グループ
運営の相乗効果が発揮できるほか、より完全かつ快
速なサービスネットワークを提供することができ、
さらに、新竹地域の繁栄により大きく貢献できるこ
とを期しています。

都市発展を促進
夢時代ショッピングモールは 2007 年に運営を開始
して以来、5000 人超えの雇用を創出し、82 億台湾
ドルの経済成果を連動しました。また、統正開発
社は周辺の計 100 ヘクタール誇る土地の持ち主と

なる台湾製糖社、台湾肥料社、中国石油化工社、

東南セメント社及び国泰化工社などの六社と提携

し、開発を目的とする「高雄 DC21 土地所有者開発
台湾初のウォーターフロントスカイトレインは夢時
代及び DC21 エリアを経由。高雄に位置するアジア
の新しいベイエリアにおける開発ビジネスチャンス
を創出。

促進会」を成立し、毎年定期的にセミナーを催し、
DC21 に興味を持つ国内外の産官学専門家及びメデ

ィアをセミナーに招くことにより、開発参加に対す
る民間の意欲を促進します。さらに、高雄のウォー
ターフロントスカイトレインは DC21 土地、世界貿

易高雄展示ホール、高雄港旅行輸送センター、高雄

ソフト科学園区、多機能経済貿易園区などウォータ

ーフロントに位置する複数の重要建設を結ぶので、
アジアの新しいベイエリアにおける都市発展を促
進することが期待されます。
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統

一企業は長い間にわたって構築した経営陣、ビジネスモデル及びリスク管理メカニズムは確実に
景気変動による系統的なリスクに対応でき、政府からの莫大な財務支援がなくても、安定した足
取りで業務を遂行します。また、2013 年において、統一企業の市場価格は 3,000 億台湾ドルを突破し
ました。市場価格が百億ドルを超える台湾企業は僅か 14 社しかないので、
我々の誇らしい一年と言えます。2013 年売上高は 423 億台湾ドル、税引後利益は 128 億台湾ドルに
達し、前年より 29.3％成長しました。連結売上高は 4,231 億台湾ドルを誇ります。その他の運営財務
成果について、台湾証券取引所（MOPS）にて当社の連結及び個別財務諸表をご参照ください。
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Responsible Management
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持続可能な環境

2.5

Sustainable Environment

配当比較

2010

社会と共存共栄

営業収入

Connecting with Community

（億台湾ドル）

財務数値比較

600

主な製品及びサービス
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統

一企業は成長、拡張しながらも常に時代のトレンドに対して関心を持ち、消費者生活の変遷を把
握し、引き続きに新たな事業及び製品を開発し、消費者に多彩な製品及びサービスを提供してい
ます。その範疇及び属性によって五つの事業に分けられます。
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企

業統治について、我々は誠実な会社経営と
いった理念を持ち、積極的に運営を透明化
を図り、利害関係者の権益の維持を原則として
会社の経営を遂行しています。会社の統治制度
を強化させるために、当社は 2013 年～ 2014 年
年間において「独立取締役の責任範囲を定める
規則」、「誠実な経営に関する規則」、「企業
統治実務守則」を作成しました。

ロハス製品
社会と共存共栄

社は 2011 年 9 月に報酬委員会を設置しまし
た。報酬委員会は善良なる管理者の注意をもっ
て、「取締役・執行役員の業績評価及び報酬方
針、制度、基準及び構造を作成し、定期的に検
討します」及び「定期的に取締役及び執行役員
の報酬を作成、評価します」という職権を忠実
に実行します。また、それに対する意見を取締
役会に提供し、取締役会に討論、決議してもら
います。報酬委員会は上記の職権を実行する際
に、その専門性に基づき、最高統治メンバー及
びマネージャーの個人のパフォーマンス、会社
業績及び将来のリスクを評価します。また、通
常レベルの同業の状況を参考し、競争力のあり、
会社の発展を継続させる報酬メカニズムを構築
します。

監査委員会

2013 統一企業社会的責任報告書

持続可能な環境

当社は 2013 年 6 月に監査者の職権の代わり
となる「監査委員会」を設置しました。監査委
員会の趣旨は会計、監査、財務報告プロセス及
び財務管理など会社業務の品質及びロイヤルテ
ィーを監視する取締役会の役割を支援すること
となります。監査委員会は組織規程の規定に準
じるべきです。その主な職権は証券取引法第 14

Sustainable Environment
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報酬委員会

Connecting with Community

当社の規約に基づいて設けられた 13 名の取締
役のほか、2013 年 6 月より 3 名の独立取締役が
追加されました。取締役メンバーは財務金融、
経済、会計、食品製造、電機、化学工学、産業
工学などの分野の経験を有し、平均年齢は 65.7
歳となります。取締役会の多元化を促すように、
取締役メンバーに女性取締役が設けられていま
す。また、監視責任を果たすために、2011 年 9
月 30 日に報酬委員会を、2013 年 6 月 25 日に監
査委員会を設置したほか、完全的な統治機能を
果たすために、「公開企業取締役会議事規則」
に基づいて「取締役会議事規則」を作成し、取
締役の利益相反取引の制限を法律に準じて確実
に実行します。その他の業務機能について、い
ずれも完全な作業規則及び管理メカニズムが設
けられています。取締役会の主な責任は監視で
あることは代表取締役の羅 智先が企業統治に対
する理念となります。取締役会は、会社は法に
準じていること、財務は透明であること、重要
情報は即時に公開されること、内部汚職の有無
を監視しなければならないほか、より慎重な姿
勢で「真面目な、有能な、独立な」取締役会を
維持しなければなりません。
取締役会のもう一つの責任は経営陣の指導と
なります。当社の取締役会は四半期ごとに営業、
財務、監査などの経営陣に報告してもらうほか、
長い時間をかけて経営層と対話し、必要な場合
に経営陣に調整してもらいます。
取締役会の三つめの責任は経営陣の成果の評
価及び執行役員の任免となります。当社の経営
層は取締役会と良好的なコミュニケーションを
有し、取締役会による指示及び営業運営の実行
に専念し、株主のために最高益を創出します。

Quality Products

取締役会

代 表 取 締 役 兼 社 長 の 羅 智 先 は 誠 実・ 努 力、
革新・向上、高品質、高信頼性、高度なサービ
ス、適切な価格といった高名誉会長の経営理念
を引き継ぎ、長い間にわたって積み重ねた経験
によって国際競争力のある革新事業に重点を置
いて拡張し、汎アジア市場の深化及び世界の資
本市場への進出などの戦略的拠点設置を実行す
るほか、全体的な競争力を強化させるために、
積極的にグループの価値を向上させ、「資源共
有、利益共栄」といったグループ内企業の最大
相乗効果を発揮させ、当社の経営陣をリードし
て国際競争力のある企業グループが構築できる
と我々は信じています。
取締役会メンバーの詳細経歴について、当社
公 式 サ イ ト http://www.uni-president.com.tw/
invest/index.html に て 当 社 の 2013 年 年 次 報 告
書 16 ページ～ 19 ページをご参照ください。

責任管理

企業統治

Responsible Management

1.4

条第 5 号の規定に基づいて実行されなければな
りません。その内容は「内部管理制度について
の制定または修正」、「内部管理制度の妥当性
に対する評価」、「財産の取得または処分につ
いての制定または修正」、「派生商品取引の従
事」、「資金の貸付け」、「他人のための裏書
き・保証処理など重大な財務行為」、「取締役
の利益相反取引」、「重要な資産または派生商
品の取引」、「重要な資金貸付、裏書き及び保
証」、「株主権のある有価化証券の募集、発行、
私募」、「公認会計士の委任、解任または報酬」、
「財務、会計または内部監査責任者の任免」、
「各四半期財務報告及び年間財務報告」、及び
その他会社または主管機関が定めた重大な事項
が含まれます。中華民国法律によると、審査委
員会のメンバーは独立取締役全員によって構成
されなければなりません。当社の監査委員会の
構成は上述した法令の規定に適合しています。

誠実な経営

誠 実 な 経 営 に つ い て、 我 々 は 厳 し い 倫 理 基
準及び情報公開法を制定し、責任を取る姿勢で

各行為規範及び倫理基準に遵守しように統一企
業全従業員に要求するほか、不誠実な行為の防
止に関連するメカニズムを構築、促進するよう
に、監査、経営企画、法務、マーケティング企
画、購買、人的資源などの関連部署に求めてい
ます。その範囲は業務の外部委託、政治献金、
交流兼接待、広告代理店、メディアバイイング
など不誠実な行為が発生する可能性がより高い
営業活動が含まれます（即ち各部署の賄賂収受
リスクに対する分析に基づき、不誠実な行為発
生リスクの高い方を優先的な予防対象とする）。
関連従業員が準じられる明確な作業規程を構築
するために、我々は「統一企業購買職業倫理規
定」を制定しました。我々は誠実な経営といっ
た理念を従業員教育に徹底に実践するほか、通
報ルートの構築及び従業員賞罰委員会の設置に
より、誠実な経営に係る規定の違反事件に対す
る調査を行ったり、措置したりします。さらに、
取締役会は 2014 年に「誠実な経営守則」に合
意、公開し、それを企業の誠実な経営文化及び
良好的なリスク管理のもととします。

株主総会
報酬委員会

取締役会

監査委員会
取締役会秘書室
監査室

代表取締役

投資統合企画室
マーケティング企画室
●経営企画室
●情報部
●秘書室
●食品安全センター
●個人情報安全管理センター
●
●

代表取締役室

社長

社長室

台中支社

台北支社

管理グループ

会計グループ

財務グループ

保健グループ

乳製品・ドリン
クグループ

総合食品グループ

インスタント
食品グループ

食糧グループ

技術グループ

中央研究所

環境安全室
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グ

ロハス製品

し、各部署がその職権範囲によって評価、計画、
実行を行います。また、内部と外部全体のコミ
ュニケーション及び管理を実行するほか、業務
協調会、拡大月間会議及びプロジェクト会議を
経由して社長に報告します。会議でグループ主
要管理者 ( 次長クラス以上のマネージャー ) 及び
社長に重要な議題と判断される場合、社長また
はグループ主要管理者によって取締役会で報告
し、取締役会メンバーに意見を聞いて決議を取
ります。環境及び社会など重要な企業社会的責
任に係る議題の全体的な成果は各関連直属事業
グループ・機能グループの最高管理者の責任と
なり、それも取締役会による追跡及び評価の重
要な事項とされます。

Quality Products

ローバル化・テクノロジー化が進んだ経営
環境に直面する中、我々は企業の負うべき
社会責任を認識しました。当社は「統一企業社
会的責任実務守則」に掲げた各方向及び目標に
基づき、段階的に企業内で実践しようとしてい
ます。また、統一企業の各 CSR 関連業務の統合
・促進、取締役会への定期的な報告を役割とす
る「企業社会的責任管理委員会」の設置は 2010
年に取締役全員の合意で可決されました。上記
の役割のほか、2013 年に三回目の「企業社会的
責任 (CSR) 実務守則」の改訂もその職務となり
ます。
企業社会的責任に係る議題に対するリスク評
価及び実行成果の追跡調査は社長室直属のマー
ケティング企画室が CSR 委員会を代表して統括

責任管理

企業の社会的責任の統治及び管理

Responsible Management

1.5

CSR 委員会

ロハス製品

会社と共存共栄

2013 統一企業社会的責任報告書

Sustainable Environment
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持続可能な環境

持続可能な環境

責任管理

台湾ミレニアムヘル
ス健康財団法人

社会と共存共栄

統一企業社会福祉チャ
リティー事業財団法人

Connecting with Community

マーケティング企画室

1.6

運営戦略

統

品

高

質

信
頼

性

高

一企業は「三好一公道（高品質、高信頼性、高度なサービス、適切な価格」といった率直かつ素
朴な経営理念に拘り、大きいことから細かいことまで、表から奥まで徹底しています。当社はそ
れが国際的なベンチマーク企業になるために、基本から実行しなければならないことを信じています。
当社は引き続きに優れた製品の提供に力を尽くし、提携パートナーの信頼を獲得し、顧客の希望に添
えています。利害関係者の権益を配慮する限り、統一企業が持続可能な経営を果たすことができます。

切

な

価

ー

適

ビ

ス

経営理念
格

高

度な

サ

また、グローバル化した時代がもたらした挑戦に対し、統一企業は価格革新戦略を用い、「資源共有、
利益共栄」といったグループ内企業の最大相乗効果を発揮させ、当社の経営陣をリードして国際競争
力のある企業グループを構築します。
当社は輝かしい成長を追い求める志向を見せ、内部に対して内部管理の計画を強化し、外部に対し
て全面的な市場攻撃対策を展開し、積極的に規模を拡張し、経済規模・区域拡張・組織能力及びマー
ケティング戦力を生かし、世界的大手メーカーとの戦略的提携を強化することにより、我々の戦略の
優位性を維持、確保します。

経営要点

ブランド価値
の強化

14

収益獲得能力
の向上

責任管理

Responsible Management

統一企業は引き続きに「一つの核心＋四つの主軸」といった経営戦略を用い、「ブランド管理」を
戦略の核心とし、「製造及び開発」、「貿易流通」、「販路経営」、「戦略的提携＋戦略的買収」の
四つの主軸を発展方向とし、積極的に汎アジア地域における拠点設置を深化させ、会社の最大経営価
値を創出します。

製造及び開発

貿易流通

2013 統一企業社会的責任報告書

持続可能な環境

15

市場メカニズ
ムの重視

Sustainable Environment

規制厳守及び
遂行力

社会と共存共栄

Connecting with Community

戦略的提携
＋
戦略的買収

社会的責任の
徹底

ロハス製品

Quality Products

販路経営

ブランド管理

リスク管理及び危機管理の原則

1.7

当

社の運営に関する重要な意思決定は相応する部署による評価・分析を経て、取締役会による決議
を取った後実行されます。さらに、監査室はリスク評価の結果に基づいて当年度の監査計画を立
ち、リスク評価の確認方法を用いてそれを確実に実行するほか、会社内各部署及び関連企業によるリ
スク項目の確認・制度企画及びプロセス設計を支援し、運営を改善し、リスクを管理することにより
組織価値を高めます。
リスク種類
財務リスク、流動性リス
ク、信用リスク、法的リ
スク

担当部署

リスク管理方式
各戦略を制定して実行
変化分析及び各対応措置の実行
● 評価及び管理を継続
● リスク評価確認方式
●

財務会計
● 法務部署
● 監査室
●

●

各事業部署
● 機能部署
● 危機管理委員会

( 広報室及び各
事業グループ主要管理者 )
●

市場リスク

経営企画室
各事業グループ

戦略及び運営リスク

●

環境保護リスク

●

各戦略を制定して実行
変化分析及び各対応措置の実行
● 発生可能な市場リスクに対して管理及び措置を
行う
●
●

●

●

戦略運営の事前リスク評価及び事後成果追跡

風リスク評価計画
潜在的影響範囲を追跡
●適切な対応措置を提出
●

技術グループ
● 環境安全室

●

危機管理原則

会社経営における各種類の危機を迅速に対応、適切に
処理するために、また各部署が準じられるものがあるた
めに、統一企業は六種類に分けられる危機管理原則を制
定しました。各種類の危機が発生した場合、役割によっ
て責任を分担し、直ちに最初の段階で各関連部署及び関
係者を調整、指導することを担当する「管理招集者」を
設置するほか、随時に進捗をまとめ、こまめに通報セン
ターに連絡します。

食品安全危機管理原則

当社の危機管理原則に準じると、即時に通報して適切
な対応措置を取られます。2013 年立光農工事件を例とし
て、当社は直ちに食品安全管理メカニズムを起動させ、
関連食品に対して予防的撤去、生産休止を行い、食品を
検査しました。消費者による検索の利便性を図るために、
検 査 結 果 に つ い て、 統 一 企 業 の 公 式 サ イ ト www.unipresident.com.tw / www.pecos.com.tw にて掲載される
ほか、販売店及びマスコミによっても公開されます。さ
らに、予め不正の疑いのある製品を全面的に自主回収し
ます。第三者検査機関が有害物質が含まれていないこと
を確認した後、生産及び販売を再開します。
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統一企業の
6 つのリスク種類型

1 食品安全リスク
2 深刻な環境保護事件
によるリスク
3 深刻な伝染病によるリスク
4 財務金融リスク
5 治安リスク
6 その他のリスク

統

利害関係者とコミュニケーションを取る

投資者

消費者

ディストリビューター

食品安全
食品表示
●持続可能な発展のための戦略
●経営成果
●革新

●

●

●

食品安全
食品表示
● 栄養
● 革新

公式サイト及びブランドマーケティングサイト
ご愛用者サービスセンター /0800 カスタマーサ
ービスセンター .
●消費者満足度調査

●

●

●

●

食品安全
食品表示
●経営成果
●従業員キャリアアップ及び安全
●持続可能な発展のための戦略

●

●

●

グリーン購買
革新
●持続可能な農業
●サプライヤーマ管理

コミュニケーション会議定期開催
電子情報プラットフォーム
● 支援メカニズム / 監査管理
● 電子購買システム / 公開入札

●

●

●

●

產商品安全
商品表示
●マーケティングコミュニケーション

ビジネス購買会議定期開催
年間契約新製品導入会議
●イベントマーケティング

●

●

●

●

●

外部評価の参加
研究計画 / セミナーの参加
● 企業公式サイト

/ ブランドマーケティングサイ
トのコミュニケーション
● 二年間ごとに

CSR 報告書発行 (2013 年より毎年
発行予定 )
●
●
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製品安全
●持続可能な戦略
●会社統治
●企業文化
●コミュニティへの影響

法令定期確認
社会チャリティイベントの参加、提唱
● 関連規則の制定を支援
●

Sustainable Environment

水資源
労使関係
● 排水及び廃棄物の処理
● 従業員キャリアアップ及び安全
●

●

隣接コミュニティ

各管理規則、賞罰、人事調整についての公告
労使コミュニケーション会議定期開催/企業労働
組合
● 訓練センター/社内公募/業務ローテーション
● 福利厚生委員会定期開催及び財務報告書公開
● 統一月刊/社長メールアドレス

●

●

政府機関

株主総会毎年開催
投資者会議不定期開催
●主管機関の規定に基づきて重要な情報を公表
●財務報告書 / 年次報告書定期公開
●公式サイドにて企業情報開示

●

Connecting with Community

サプライヤー

コミュニケーション頻度及びルート

社会と共存共栄

従業員

注目議題

Quality Products

リスク種類

統一企業は利害関係者ごとの注目する議題を
重視し、それを当社の企業社会的責任管理に対
する議題に納めて、統一企業の四つの約束に対
する具体的な
行動プランに転じさせ、CSR 成果を向上、改善
します。我々は多彩なコミュニケーションルート
及び企業情報開示を提供し、利害関係者と良好な
対話及びコミュニケーションを維持します。

ロハス製品

一企業 CSR はすべての利害関係者の合意
を得て、認められて構築されたものです。
我々は CSR 委員会を介して各部署と討論して六
つの利害関係者種類を区別し、それぞれは投資
者、消費者、従業員、サプライヤー、ディスト
リビューター、政府機関及び隣接コミュニティ
となります。当社はこの六つの種類との交流を
介して、会社の利害関係者との関係を管理、経
営します。

責任管理

利害関係者との対話

Responsible Management

1.8

利害関係者の注目する議題を識別

上述した利害関係者とのコミュニケーションのルートのほか、2013 年より、当社は CSR アンケート
を設計、配布することにより、利害関係が注目する議題及び関心レベルを調査します。CSR アンケー
トの議題は GRI3.1 に基づいたものであるほか、世界の同業が注目する議題も納められ、利害関係者に
回答してもらいます。回収したアンケートによって利害者の注目する議題がわかるようになり、その
関心レベルによって議題を格付けます。また、各議題の分析及びランキングが統一企業の「企業価値」
に与える衝撃向けの影響評価は質的・量的要素が含まれています。今回の調査によって我々は利害関
係者が注目する議題に対する認識が深まるほか、当社の実行した様々な行動が利害関係者に対応でき
るかどうか確認することもできます。将来、利害関係者とのコミュニケーションルートの一つとして、
毎年定期的に CSR アンケート調査を行います。
高い

G

N

J

B
L

普通

利害関係者関心レベル

S

V

M
I U

C
W

H

E
P

F

R

D

T

O K
A

Q

低い

普通

高い

統一企業影響レベル

責任管理

ロハス製品

社会責任

持続可能な環境

A 会社統治

F 製品安全

M 労使関係

R エネルギー及び気候

B 持
 続可能な発展のた

G 製品表示

C リスク管理

I 栄養

めの戦略

D 経営成果

E 会社文化

N 従業員キャリアアッ
プ及び安全

H サプライヤー管理

O 従業員報酬及び権益

J 革新

P コミュニケーション
への影響

K 持続可能な農業

L マーケティングコミ

Q 公共政策

ュニケーション
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変動

S 水資源

T 排水及び廃棄物の処理

U グリーン購買

V グリーン製品

W グリーン物流及びサ
ービス

責任管理

当社は積極的に関連ビジネス協会及び全国・国際的な機関や組織に参加し、十分に同業交流・学習、
助け合い精神を発揮しています。次は統一企業がその一員として深い参与のある外部組織の一部となり
ます。
中華民国工商協進会、海峡両岸経貿文化交流協会、食品 GMP 発展協会、台湾醸造食品工業同業公会、
台湾飲料工業同業公会、台湾食品産業発展協会、台湾乳品工業同業公会、中華民国紙包装食品推広協会、
台湾缶頭食品工業同業公会、台湾大麦製品工業同業公会、台湾飼料工業同業公会、台湾小麦粉工業同業
公会、台湾植物油製煉工業同業公会、WINA (World Instant Noodle Association)、台湾糖果餅乾麺食工業
同業公会、赤十字会、警察の友会などの組織が含まれます。

Responsible Management

外部組織及び関連提唱活動

台湾企業持続発展フォーラム
ロハス製品

Quality Products

台湾企業持続発展フォーラム（Taiwan Corporate Sustainable Forum、TCSF）は
代表的な国内企業 24 社が共に構築した柔軟性のあるプラットフォームです。フ
ォーラムの企業メンバーは法令によって講じられた持続発展のための対策より
も深く考え、定期的にコミュニケーションを取り、フォーラムを開催し、業界
を跨いだ学習、同業統合を展開します。統一企業は 2008 年に台湾企業持続発展
フォーラムの元祖メンバーとして入会し、積極的にフォーラムの運営を促進し
てきました。このフォーラムは世界最新の企業社責任に関する動きの提供及び
台湾ビジョン 2050 の構築などに専念しています。ビジョン 2050 は台湾企業持
続発展協会 (WBCSD) が提案したものであり、台湾企業持続発展フォーラムのメ
ンバーは台湾地元の視点に立ち、ワークショップを数回開催して専門家と会社
内部メンバーと討論し、台湾なりのビジョン 2050 を構築します。

カーボン・ディスクロジャー・プロジェクト (CDP)

2013 統一企業社会的責任報告書
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Sustainable Environment

非営利国際組織 FSC( 森林管理協議会 ) のマークは森林の経営者が確実に「責任
ある森林管理」を行っているかどうかを確認するためのマークであり、持続可
能な木質繊維の調達に対する現在の最高基準と公認されました。その目的は、
無菌紙製パッケージに含んだ木質繊維のサプライチェーンから出所となる森林
までは追跡可能であること、及び、無菌紙製パッケージに使われる板紙は FSC
認証取得の森林またはその他の管理されている出所からの物であることを消費
者に保証することとなります。この信頼性のある FSC 認証は各業界に支持され、
数多くの非政府組織及び企業はそのグリーン消費の精神に反響し、資源の持続
可能な発展を確保するために、メカニズム及び基準を作成しました。統一麦香
無菌紙製パッケージシリーズは台湾初の FSC 認証取得の即席茶です。製品の生
産から、販売、輸送までのプロセスは FSC 認証システムに確実に管理されてい
ます。実際行動で責任のある森林管理を支持し、適切な資源管理及び利用を介
して、持続可能な資源調達といったコンセプトを促進します。

社会と共存共栄

FSC 認証ラベル付き包材を使用

Connecting with Community

企業の持続可能な発展戦略に基づき、省エネ・排出削減、カーボンフットプリ
ント、カーボンフットプリントラベル、カーボンニュートラル、ウォーターフ
ットプリントなど重要な世界環境保護についての議題に応じます。各事業部の
部署が続々と製品に対してカーボンフットプリントの調査を行うほか、企業も
継続的に国際的な NGO 組織に参加しています。また、CSR 管理メカニズムを徹
底させ、台湾企業の温室効果ガスに対する関心を向上させるために、排出ガス
化統一企業は五年連続でカーボン・ディスクロジャー・プロジェクト (CDP) の
アンケート調査に回答しました。

ロハス製品
Quality Products
2.1 食品安全

22

2.2 サプライヤー管理 26
2.3 持続可能な農業

27

2.4 健康・栄養の向上 29
2.5 グリーン製品

31

2.6 消費者コミュニケーション
2.7 ブランドストーリー

20

36

34

統一企業は自分自身から始まり、サプライチ
ェーンと従業員をリードし、持続可能な農業、
サプライヤー管理、食品安全及びグリーン食品
などあらゆる部分に持続可能な経営といった理
念を徹底します。さらに、消費者とのコミュニ
ケーションを通じて、継続的に当社の製品及び
サービスを革新、向上させます。消費者の一人
一人により優れた商品を提供したり、誠実な社
会飲食文化を構築したり、企業と社会の共存共
栄を創出したりすることができることを期して
います。

品
高

ロハス製品

Quality Products

適切な価格

責任管理

湾食品製造業のベンチマーク企業として、
「高品質、高信頼性、高度なサービス、適
切な価格」といった統一企業の創立以来の経営
理念は我々が安心的かつ健康的な美味しい製品
を提供する促進力であり、統一企業の持続可能
な経営の土台でもあります。
質のいいロハス製品を提供するために、当社
は最も厳しい基準で自分を求めるほか、さらに
食品業の価値連鎖を介して上流サプライヤーと
手を携え、消費者により健康的、より安全的な
製品を提供し、統一企業の社会に与えるプラス
な影響力をより一層発揮します。

Responsible Management

台

質
健康・栄養
の向上

2013 統一企業社会的責任報告書
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持続可能な環境

高度なサービス

社会と共存共栄

グリーン製品

Connecting with Community

消費者コミュ
ニケーション

サプライヤ
ー管理

頼性

ロハス製品

高信

持続可能
な農業

食品安全

2.1

食品安全

2011

年可塑剤事件発生以来、当社は各部署の品質保証メカニズムを社長室に直属する「食品安
全センター」に統合し、「食品安全政策白書」を制定し、製品の設計・開発から、生産・製造、
発売後管理、全社の食品安全及び品質に対する宣言まであらゆる食品安全に対する当社の決意を固めま
す。当社の食品安全メカニズムは国家レベル食品安全実験室の設置、食品安全監視網の構築、食品安全
出所管理の徹底、食品安全及び検査の向上、食品安全ガードの全員参加の強化などが含まれます。
社長
社長室
事業グループ

技術グループ

中央研究所

製品の設計及び開発

積極的にサプライヤーを管理することによ
って食品安全を害する要素を排除するだけでな
く、それを検出する能力も当社が追い求めるも
のです。また、次に示したように、2014 年 9 月
まで、当社は 17 カテゴリー計 451 項目の実験
室認証を取得しました。
これらの認証項目は当社の食品安全に対する
努力のほんの一部です。将来の研究開発プロジ
ェクトの要点は食品原料不正検査、anti-fake 技
術及び味異常解析技術の構築、添加物の安全性
解析、新たな原料・素材の導入・応用などが含
まれます。食品安全における努力は当社の本来
の役割であり、当社の拘り及び変わらぬ約束で
もあります。

消費者の健康及び安全を向上、維持すること
は当社の主な役割です。当社の拘りは製品の設
計から始まり、レシピの確認及びテストによっ
て製品の配合物に人体に危害を与えたり、アレ
ルギーを起こしたりする可能性がないことを確
保します。現在、既にアレルギーを引き起こす
可能性のある食品及びその派生物 16 項目が規制
されました。また、独立したファイルで食品添
加物を管理する専任担当者を設置したほか、ア
レルギー源の項目を表記した危害分析表を作成
しました。さらに、製品安全を確保するために、
製品発売後でも、毎年継続的に成分の確認を行
います。
実験室

食品安全センター

その他の部署

認証機関

認証項目

衛福部食品薬物管理署 (TFDA)

クロラムフェニコール類 4 項目
ニトロフラン代謝物類４項目
● 抗酸化剤 5 項目
●
●

●

財団法人全国認証基金会（TAF）

β受容体刺激薬類 20 項目
クロラムフェニコール類 4 項目
● アフラトキシン類 5 項目
● ニトロフラン代謝物類４項目
● テトラサイクリン類 7 項目
● 可塑剤類 9 項目
● 重金属 8 項目
● 農薬類 314 項目
● 抗生物質及びその他代謝物類 16 項目

●

衛福部食品薬物管理署 (TFDA)

●

●
●

食品安全実験室

品質管理課

微微生物類 26 項目
一般成分 6 項目
●バイオチップ 2 項目
●防腐剤 8 項目
●

●

財団法人全国認証基金会（TAF）
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微生物類9項目

●

ロハス製品

食品原材料出所管理メカニズムを強化するた
めに、各項目の原材料に対し、サプライヤーに
「生産履歴調査票」を記入してもらっています。
その内容は原材料名称、包装形態、原材料供給
者の会社名、原材料ブランド、産地、品質認証
情報 (ISO 22000 または HACCP など )、添加物許
可書及び不正添加物・工業用原材料・使用期間
を超えた原材料の不使用宣言などが含まれます。
原材料安全に対してより厳しい姿勢で接するた
めに、生産履歴調査票を作成しました。また、
内部検査及びサプライヤー現地評価を介してそ
の記入内容に偽りのないことを確保します。

Quality Products

当社は製品製造過程に対して拘りを極めてい
ます。当社は HACCP（危害分析重要管理点）、
GMP（適切作業基準）、CAS( 農林規格 )、 ISO
9001（品質マネジメント）などの認証を取得し
ました。さらに。2006 年に経済部 ISO22000（食
品安全マネジメントシステム）認証を取得した
台 湾 初 の 食 品 メ ー カ ー と な り ま す。2013 年 ま
で、211 項目の製品が GMP 認証を取得し、4 箇

生産履歴

責任管理

製品製造過程

所の CAS 工場 ( 楊梅乳製品工場、新市乳製品工
場、新市食肉製品工場、新市冷凍調理食工場 )、
６箇所の本工場が標準検験局の ISO 22000 の認
証を取得しました。2013 年に ISO 22000 に不適
合の指摘事項がなく、ISO 22000 に対するアド
バイスまたは観察事項が計 19 件があり、期間内
に改善しました。

Responsible Management

技術の投入のほか、当社は台南永康本工場で
「食品安全ビル」の設置を計画しました。食品
安全ビルはこれから全国食品業者の中における
最も規模のある食品安全検査センターとなりま
す。2015 年 年 末 に 使 用 許 可 を 取 得 す る 見 込 み
で、総投資金額は大よそ 10 億台湾ドルとなりま
す。また、運営開始後、新設備の購入及びより
多くの人手の投入によって如何なる潜在的な食
品安全危害要素を検出、排除するために、毎年
3000 万～ 5000 万台湾ドルの予算を編成する予
定です。

我々の努力
透明性のある瑞穂牛乳の生産履歴

いる賞味期限及び追跡コードを入力すると、瑞穂極製牛乳の出所から販

路まで、「牛乳収集車の情報、酪農農家の情報、生乳の検査情報」、「製
造時の冷蔵・温度管理情報、低温殺菌記録」及び「製品検査情報」を含
んだプロセス記録を詳しく調べられます。そのため、全ての段階ははっ
きりで透明性があり、生産履歴の追跡が可能になり、消費者が安心して
召し上がっていただける瑞穂極製牛乳を実現しました。

持続可能な環境
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Connecting with Community

利部食品薬物管理署の加工食品追跡サイトにてパッケージに表示されて

社会と共存共栄

瑞穂極製牛乳のパッケージに追跡コードが付いています。行政院衛生福

我々の努力
茶農家に茶葉安全品質の向上を支援
当社は現在、行政院農委会茶葉改良場と提携し、茶
葉生産履歴の支援に対する計画を進んでいます。茶
葉改良場は茶飲料生産企業との二年間技術移転計画

の提携は今回は初めてです。茶葉の品質を向上させ
るために、これから畑管理を導入します。また、茶

農家と提携し、統一企業専用茶葉の茶葉畑管理記録
票を最初の段階のメーカーに渡し、茶農家の代わり
に基本情報（茶葉畑場所、栽培面積、収穫数量）及
び農作情報（茶葉栽培、肥料、農薬及び使用状況な

ど）を記入してもらいます。これらの情報は当社の
「入荷履歴システム」を介してアップロードされま

す。「入荷履歴システム」を介すると、出所から完

成まで各段階の品質状況を確認することができま

す。また、定期的な検査によって茶葉の安全性及び履歴の有効性を確保することができます。茶葉生

産履歴の構築は茶葉の安全性が確保できるほか、当社は競争が益々激しくなる茶葉市場において自ら
の口コミを構築、競争力を向上させることを茶農家に協力できることを期しています。

会社内部監視メカニズム

食品安全ガードは他人事として捉えるのでは
なく、当社は「最上がなく、向上しかない」と
いった製品及び姿勢を持ち、2013 年に当社の食
品安全及表示内容に向けた「従業員共同参加及
び製品安全向上基準」を制定し、従業員が当社
及び関連企業の発売中の製品の廣告、表示、成
分に如何なる不正または法令に相違する疑いの
ある場合、従業員専用ホットラインにて通報す
ることができます。また、通報した従業員に完
全的な保護を提供するほか、高い奨励を与え、
奨励金は最高 100 万台湾ドルに達する場合があ
ります。さらに、従業員の食品安全への関心を
高めるために、将来、最高奨励金を 500 万台湾
ドルに値上げする予定です。2013 年において、
従業員による通報は合計 21 件がありました。
調査結果によると、改正すべき疑いのある件数
は 9 件となり、改正がすでに完了しました。従
業員がサプライヤーを監査する際に、サプライ
ヤーとの対話及び指導が正しくに行われるよう
に、また、サプライヤーのレベルが同時に向上
を果たせるように、当社は第一段階のサプライ
ヤー監査員のための内部資格認証課程を催しま

製品安全は統一全員の責任である

した。参加メンバーは食品安全センター、購買
及び研究関連部署の従業員となり、SGS 講師を
招いて評価条項についての意思疎通、説明及び
現地監査の練習を教えてもらいます。訓練課程
に 参 加 し た メ ン バ ー の 中、52 名 が 認 証 を 取 得
し、合格率は 89.6% に達しました。この課程計
画はこれからも引き続きに行われる予定で、サ
プライヤー監査で遭遇する問題及び監査テクニ
ックの共有を重視するようになります。さらに、
食品安全は統一企業全員の課題です。我々は毎
月発行される統一月刊を通じて継続的に従業員
とコミュニケーションを取ろうとしています。
一般常識の向上によって食品安全の精神を企業
文化として内面化できることを期しています。
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不正を拒否
検査報告書

いにもかかわらず、消費者の権益を確保するために、自主回収して
関連原材料及び製品を検査に出しました。検査結果によると、すべ
ての製品は SGS 検査に合格したので、安全に疑いがありません。

事件後一年、統一プリンは継続的に製品力を守り、ブランド力を高め、35

年

歴史のある代表的なスイーツが大人や子供の友になることに力を尽く

Quality Products

当該会社の不正原材料（寒天粉、アイギョクシ粉）を使用していな

ロハス製品

2013 年 5 月 31 日に立光農工事件が発生しました。統一プリンには

責任管理

市場占有率

Responsible Management

73.2%

自ら検査に出す

してきました。消費者の統一プリンへのご愛顧、ご支援ありがとうございます。

統一プリンの市場占有率は 73.2%

（情報出所：ニールセン小売データベース、201407MAT）、事件前の 69.9% より高い（情報出所：ニールセ
ン小売データベース、201304MAT）。これからも市場第一ブランドとしての使命を守り、安全で美味しい国
民的スイーツを提供し続けます。

メージ及び民衆の信頼を損ないました。当社の製品に使われる牛脂のすべては子会社の統清から購

入したものとなります。2014 年 5 月、統清の設備が故障した理由で、三菱商事を介してその他の業
者から一ロットの不正油脂を購入しました。三菱商事が検査合格証明を提供しましたが、2014 年 10

月、当該業者が販売していた油脂は公的食用油証明が取得できませんでした。統清は不正油脂を購

社会と共存共栄

2014 年、一部の業者は非食用油を食用油として販売する油脂事件が勃発しました。台湾の国際的イ

Connecting with Community

牛脂事件說明

入したことに気づき、検証資料がないため、直ちに通報メカニズムを起動させて本社に連絡しまし
た。本社と子会社の統一コンビニエンスストアは最初の段階で影響を受けた製品に対して予防的撤

かりました。挫折を経験した限り、食品安全を追い求めるために、「最上がなく、向上しかない」
に拘る姿勢こそ、当社の食品安全に対する長期的な約束が実現できます。将来、当社はより慎重に
すべての細部を取扱い、積極的に専門的設備及び専門家を投入することにより、改めて消費者の信
頼及びそのブランドに対する感情が再構築できることを期しています。
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Sustainable Environment

に入りました。油脂事件の勃発で、食品安全を危害する要素がすべての細部に潜んでいることがわ

持続可能な環境

去を行い、返金プランを公表しました。また、台南市政府衛生局及びその他の政府機関と共に調査

2.2

サプライヤー管理

地元食材の使用は輸送による
消耗及び大気汚染を軽減する
ことができるほか、地元の上
流原材料産業との提携が可能
になり、地元の経済を活性化
したり地元の発展を促進した
りすることができます。

原

材料は食品安全の元となります。製品安全
を維持するポイントは良好的サプライヤー
となります。当社は誠実経営といった理念を有
するサプライヤーのみと提携することに拘って
います。法律に適合、高度な信頼性、適切な雇
用措置 ( 人権、労働条件、作業環境 )、食品安全
及びエコの重視、企業の社会的責任の実行など
異なる部分をサプライヤーを審査する条件にし
ています。また、提携契約書に人権に関連する
事項を明記し、サプライヤーに遵守してもらい
ます。結社の自由及び団体交渉権の違反、児童
労働者の雇用、強制労働などの事情ははあって
はいけません。当社の購買政策に適合したサプ
ライヤーのみと購買を行います。
当社はサプライヤーを検収品質、使用品質、納
期 / 協力度及び現地評価など四つの部分に対して
評価を行い、評価結果を A ～ D に格付けしてい
ます。また、検収品質及び使用品質の評価につい
ては、基準を超えると A 級または B 級に格付け
されることができます。食品安全センターは毎年
臨時に次のような方法でサプライヤーの監査及び
審査を行い、サプライヤーが関連法令に従ってい
るかを評価し、改善を促し、サプライチェーンに
対するリスク管理を確実に実行します。
1. 書面による審査：合法的な工場であることを証
明するために、サプライヤーは工場登録証、営利
事業登記証（営業ライセンス）などの文書を提出
しなければなりません。また、食品安全衛生管理
法の条項に従い、食品業者の登録を完了させます。
2. 現地評価：サプライヤーは製品危害分析、生
産履歴、検査報告など関連文書を提出しなけれ
ばなりません。当社は毎年、サプライヤーの安
全衛生、機械設備の状況、品質設計、原材料の
管理、製造過程の管理、完成品の管理、フィー
ドバックの改正、顧客苦情対応、汚染防止、廃
棄物清掃及び処理、廃棄物削減及び省エネ、有
毒物質管理など環境保護項目、及び環境衛生、
工業安全、企業の社会的責任などの項目に対し

て 現 地 評 価 を 行 い ま す。 既 有
のサプライヤーを作業の複雑度
に基づいてリスク度を分類してか
ら現地評価を行います。中等度リ
スクのサプライヤーに対して毎年現
地評価を行い、軽度リスクのサプライヤーに対
しては二年ごとに現地評価を行います。単なる
貿易会社に対しては四年ごとに実行します。
3. 監査支援：正式に生産を開始した後、定期的な
製品品質検査を行うほか、必要であれば、定期また
は臨時に工場で監査または支援を行います。
4. 能力支援：原材料サプライヤー現地評価で不

適切と評価されたメーカーとの提携を中止しま
す。また、サプライチェーンの品質を確保するた
めに、当社もメーカーの状況を分析し、B、C、D
級のメーカーを A 級に格上げことに支援します。
確実な評価及び支援メカニズムを通じてサプライ
ヤーの品質が年々上昇することを期しています。
当社の 2013 年間のサプライヤー管理の具体
的な成果は次の通りとなります。
●現地評価政策によると、2013年のサプライヤー

現地評価予定実行社数は331社で、実際完成社
数は331社であり、完成率は100%となります。
●2013年第3四半期のA級サプライヤーの占める
率は42.89%、2013第4四半期のA級サプライヤ
ーの占める率は50.3%となります。
●2013年第3四半期のD級サプライヤーの占める
率は1.3%、2013第4四半期のD級サプライヤー
の占める率は0%となります。
●内部審査及び支援のほか、2011年8月よりISO
22000食品管理システムの導入をサプライヤー
と意思疎通し始めます。2013年12月までの認
証取得累計社数は74社となります。
積極的にサプライヤーを管理するほか、当社は如

年度

認証取得サプライヤー社数

備考

2011

8

2011 年 8 月より

2012

32

－

2013

34

経済部テクノロジープランに補助された 10 社のメーカーを含む ( 肉製
品、茶葉及び包材などのサプライヤー )。
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国内外メーカー購買金額比率
100.00％

国外メーカー

80.00％

国内メーカー

責任管理

す。当社の具体的措置は台湾地元の良好な牧畜場
と提携し、互いの専門及び資源を結合します。牧
畜場の飼育管理及び卵の安全性検査において、消
費者の健康を守るために共に努力し、より良い選
択肢を提供します。それによって環境への影響を
軽減したり、地元の良好な農業を広げたりするこ
とができることを期しています。

Responsible Management

何にして企業の力で台湾に貢献することについて
より深く考えています。我々は購買から始まり、
出来る限り地元生産の原材料を使用しています。
地元食材の使用は輸送による消耗及び大気汚染を
軽減することができるほか、地元の上流原材料産
業との提携が可能になり、地元の経済を活性化し
たり地元の発展を促進したりすることができま

60.00％

0.00％
2009

2010

2011

2012

2013 （年）

台湾農業特産物原料統計表（仕入）
18,512.0

15,981.0

943

777

2009

入荷数量（トン）

19,731.0
18,686.0
18,136.8
1,051
1,007.9
944.61

2010

2011

2012

2013

金額（百万台湾ドル）

（年）

飼料

2009

2010

2011

2012

2013

生産量

生産額

生産量

生産額

生産量

生産額

生産量

生産額

千トン

407

4,735

465

5,773

546

14,624

353

8,206

307

5,599

小麦粉

千トン

92

1,292

99

1,345

95

1,729

86

1,749

79

1,613

ふすま

千トン

30

146

34

190

33

219

32

207

29

189

オ－トミ－ル

千トン

8

61

8

65

7

94

6

86

6

77

インスタン
トラーメン

百万袋

429

2,991

447

3,151

424

5,445

432

5,575

406

5,260

インスタント
ラーメン ( ビ
ーフン、春雨 )

百万袋

13

108

11

92

12

173

10

151

7

101

ヌードル

百万袋

9

109

9

108

8

180

10

210

8

183

飲料

千箱

51,306

6,516

59,400

7,070

61,258

7,780

62,640

8,143

57,331

7,453

ジュース

千箱

6,332

804

6,228

791

4,830

613

2,302

366

1,404

253

乳品

千箱

10,944

6,723

11,526

7,551

12,402

8,336

12,351

8,635

13,174

9,323

豆乳、米汁

千箱

3,713

1,201

4,365

1,437

4,518

1,476

4,311

1,412

4,596

1,518

乳酸菌飲料

千箱

2,035

251

2,949

442

3,042

483

2,585

573

2,575

577

プリン

千箱

6,987

526

7,089

550

6,808

532

6,159

538

5,264

462
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持続可能な環境

生産額

Sustainable Environment

生産量

社会と共存共栄

単位

Connecting with Community

主な製品生産量・生産額表
主な
商品

Quality Products

20.00％

ロハス製品

40.00％

2.3

持続可能な農業

持

続可能な農業」はここ数年国際食品製造業
らがますます注目する議題となります。持
続可能な農業は経済上の生存条件が維持でき、安
全で豊かな栄養食品に対する社会的ニーズに満た
せるほか、後世が継続して利用できるように、自
然資源及び環境品質を保護、促進することができ
ます。当社は直接に農業活動を行っていないが、

「

農業製品は当社の原料となり、我々と切り離せな
い関係があります。農業パートナーとの交流の中
では、当社はパートナーのためにやれること、及
びいかにして環境への負担を軽減するもとで当社
に健康かつ安全で栄養な原料用農業製品を提供し
てもらえ、持続可能な自給というプラス循環に達
せるかを考え続けています。

企業と農家のダブルウイン
トウモロコシサイレージ―酪農業の地元化を促進

国際の飼料及び穀物の継続的な値上げなどの理由で、供給不足の
状況がよくあり、地元乳業の関連者がより地元飼料の応用及び
実現可能性を注目するようになりました。トウモロコシサイレ
ージ―は飼料の中、可消化養分総量が最も高いものです。ここ数
年、農家は地元で品質の高いトウモロコシサイレージ―を生産し
ているので、輸入飼料への依存及びコスト削減に非常に役立ま
トウモロコシサイレージセミナー
す。トウモロコシサイレージ―は養分が高くて、地元生産を促進
する効果があるので、当社はトウモロコシサイレージ―を TMR( 完全混合飼料 ) として利用します。より
良い TMR を提供するために、当社は引き続きに青刈りとうもろこし ( 即ちトウモロコシサイレージ―) の
技術を向上させています。トウモロコシサイレージ―の品質を高めるために、当社は 2011 年より「トウ
モロコシサイレージ―品質競技」を開催し始めました。内部競技によって関連者のより高い品質を追い求
める心を促します。2013 年に開催した競技は三回目となります。内部競技にもかかわらず、国家標準で
自分を要求します。当社は農委会畜産試験所恒春支所を招き、検査及び評価を行ってもらいます。四半期
ごとに台湾全土の三か所の TMR センターでサンプリングを行っています。2013 年 1 月に公表された成果
によると、トウモロコシサイレージ―の全体的品質は例年より向上し、良好なレベルに近いです。また、
当社も 2013 年 3 月にフロントエンドの原材料購買基準の制定及び導入判定、ショベルによる調製、圧密
の強化、カバー作業、及びバックエンドの営業成分、品質、危害要素の分析などの経験の共有のために農
委会畜産試験所で開催された「トウモロコシサイレージ―セミナー」に招かれました。当社の全ての努力
は、我々の専門知識及び経験によって台湾乳業に貢献するためです。

寛緑牧場
当社は契約牧場の原料乳に対する支援に力を尽くしています。嘉義県新港郷に位置する寛緑牧場を例とし
てあげます。牧場主の黄 寛政氏は 70 年代に酪農場の作業員として働いていました。牛飼いに非常に情熱
を持っているので、1983 年に自らで酪農場を成立し、オーストラリアから牛 12 頭を輸入して経営し始め
ました。成立初期に夫婦二人で経営して大変苦労しましたが、現在、牧場が 650 頭余りの牛乳を飼育して
いる二カ所の現代化牧場に拡張しました。息子の黄 国賓氏がうまく牧場を引き継いだ後、父親の努力の精
神に新世代の発想を持ち込みました。寛緑牧場向けの支援モードについて、当社の支援担当者は「科学的
データに基づいた「コンセプト」及び「企業と農家のダブルウイン」に基づき、同時に生乳の質的及び量
的向上を行います。生乳の「質的」向上について、体細胞数及び細菌数は生乳の重要な品質指標です。会
社はこの二つ項目の指標向上プロジェクトを実行する時、寛緑牧場は思い切ってこの厳しい支援及び挑戦
を受けました。基本的な搾乳 SOP から始まり、そして搾乳設備の清掃、乳腺炎の防止などの専門的な支援
を受けた後、寛緑牧場の生乳の平均体細菌数は国家 A 級レベル（30
万個 /ml 以下）に、平均細菌数は 1 万 CFU/ml 以下のレベル (CNS3055
基準、10 万 CFU/ml 以下で合格 ) に達しました。生乳の「量的」向
上について、黄 国賓氏は当社の支援担当者と緊密に協力し合い、飼
育管理の全体プロセスを向上し、仔牛の離乳、育成、給餌、管理、
発情の観察、受精、妊娠検査、分娩前の管理、分娩、乳汁分泌など
各段階において標準化したプロセスを丁寧に構築しました。黄 国賓
氏と提携して共にこの事業で企業と農家のダブルウインを獲得する
ことができることを当社は大変光栄に思っています。
専門的な教授による現地指導
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長

瑞穗牛乳

製品

健康にいい物質の保持又は追加
貴重のラクトフェリン
及び抗体を保持。

瑞穗極製低温殺菌牛乳

ピロリン酸第 2 鉄の
配合により、鉄分含
有量を向上させる。

Dr. Milker 牛乳・無調整

Dr. Tea イ ギ リ ス 風 ロ イ ヤ
ルミルクティ
統一陽光無加糖高繊豆漿

イヌリンの配合によ
り、食物繊維を向上
させる。

統一陽光低糖高繊豆漿
統一陽光高繊燕麦穀奶
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ラクトフェリンを配
合。

Dr. Coffee カフェラッテ

Sustainable Environment

統一陽光

Dr. Milker 牛乳・成分調整

社会と共存共栄

統一栄養強化牛乳（鉄配合）

Connecting with Community

統一栄養強化牛乳（カルシウム配合）

炭酸カルシウム、ミ
ルクカルシウム、ビ
タ ミ ン D3 の 配 合 に
よりカルシウム、ビ
タミン D3 を強化。

統一栄養強化

Dr. Milker
Dr. Coffee
Dr. Tea

ロハス製品

ブランド

な成果は、満漢ソーセージの防腐剤の不配合、イ
ンスタントラーメンの食塩含有量の削減のほか、
様々な低糖または無糖の飲物を開発しました。例
えば、統一陽光微糖高繊維豆乳、統一 AB 無糖ヨ
ーグルト及び無糖茶飲料などがあります。また、
厳選した自然的原材料を使用し、特別な機能性原
料と結合して革新的な改良された製品を開発しま
した。販売中の関連製品は統一陽光高繊維エンバ
ク穀物風味牛乳、健康 3D 錠状食品、統一 AB ヨ
ーグルト、LP33 機能ヨーグルトなどがあります。
2013年年末まで、
我々の成果は次の通りとなります。
●インスタントラーメンのナトリウム 2400mg 以下に
削減された食品は計 13 種類があります。インスタ
ントラーメン全体に占める割合は11% となります。
●下記の製品で健康にいい物質を保持または追加
します。

Quality Products

年にわたり、当社は美味しい食品の開発を
重視するほか、消費者の「機能、健康、自
然」といった健康的食意識を深め、消費者に営業
や健康を与えられる製品を増やしてきました。
機能性原料の選択、レシピ設計、製造プロセス技
術、成分分析、臨床実験、認証申請などの技術発
展プラットフォームを介して、民衆の様々な生活
習慣病に関連する健康食品を開発しています。今
に至るまで、健康食品認証を取得した項目は計
18 項目があります。
製品の風味を消費者の好みにより近づけたり、
健康な食生活といったトレンドに応じたりするた
めに、長年にわたって消費者の愛顧を得た美味し
い製品に対して改良し続けています。さらに、人
体への負担を低減させるために、当社は食品添加
物の含有率の削減に力を尽くしています。具体的

責任管理

健康・栄養の向上

Responsible Management

2.4

豆乳寄贈
イベント目的：インタビューを通じて「豆乳寄贈」の宣伝を広げます。また、児童栄養への
重視の呼びかけを通じて、児童への支援を促進します。
実行方法：●エデン社会福祉財団の象圏計画と提携し、豆乳を寄贈します。
●児童節（こどもの日）の前の日に寄贈式を行います。

健康食品認証を取得した 18 項目の製品
 一 AB ヨーグルト、統一陽光微糖高繊維
発売済み : 統
豆乳、茶裏王和風無糖緑茶、統一陽光高繊

維エンバク穀物風味牛乳、健康 3D 錠状食
品、LP33 機能ヨーグルト乳、茶裏王濃韻ウ

認定健康食品マーク

ーロン茶、茶裏王濃韻日式緑茶、統一陽光
無糖高繊維豆乳、統一綺麗健康油。

未発売 : 統一活力宝典極上霊芝、統一活力宝典特級プ

ロポリス、統一陽光山芋ハトムギ鉄配合豆乳、
統一 TGL 機能ヨーグルト、統一綺麗健康植物

ステロール油、果酢覚醒りんご酢ドリンク、
統一四物漢方チキンエッセンス、統一 AB 無
糖ヨーグルト。

備考 : 統一 AB 無糖ヨーグルト、レシピ変
更のため実用新案申請中
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食

社会と共存共栄

11 項目の製品がカーボンフットプリ
ントマークを取得

Connecting with Community

15 項目の製品が外部認証のカーボン
フットプリントを取得

ロハス製品

環保署管考処 蕭 慧娟処長が感謝状を受賞。新市乳品第一工場
林 錚威工場長が代理受賞

Quality Products

品業のベンチマーク企業として、我々はグ
リーン食品は将来のトレンドとなることを
意識しました。そのため、カーボンフットプリン
トの計算、包装デザイン、包材材料の使用及び
物流の環境への影響の低減から着手し、統一企
業なりのグリーン食品を開発しました。当社は
2010 年より、イギリスのカーボントラストによ
る PAS2050 基準に基づき、原材料のサプライチ
ェーン、生産製造、流通、廃棄などの段階におけ
る温室効果ガスの排出を認識しました。また、第
三者保証機関による確認を通じて、データの信頼
性及び完全性を向上させます。それを元として、
製品ライフサイクルの各段階における活動を介し
て減量し続け、消費者により低炭素、より環境に
優しい製品を提供します。

責任管理

グリーン食品

Responsible Management

2.5

カーボンフットプリント
外部検証数

認証機関

紙パック麦香シリーズ

8 種類

8 種類

英国規格協会 (BSI)

瑞穗牛乳シリーズ

-

4 種類

DNV ビジネスアシュアランス (DNV)

瑞穗牛乳食パン

1 種類

1 種類

DNV ビジネスアシュアランス (DNV)

統一ラーメン肉そぼろ風味

1 種類

1 種類

テュフズード（TUV）

統一陽光黄金豆豆乳 ( 紙パック 450ml)

1 種類

1 種類

台湾検験科技会社（SGS）
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カーボンフットプ
リントマーク数

Sustainable Environment

製品カテゴリー

2013 年
卵商品はバイオプラスチック (PLA)
又は紙素材のパッケージを使用

2012 年

1.City café 専用牛乳用ポリ瓶の仕様を統合

2011 年

2. プリン用ＰＰコップ及びペットボトルの軽量化

1. 左岸及び OPEN ちゃん用 PP コップの軽量化

2.ボトルの PVC ラベルを再利用可能な PET 素材に変更

当社の持続可能
な包材プラン

3. 減体積及び減量のため、PET 麦香シリーズの長いラベルを短くする

持続可能な包装

食品包装の使用量が非常に多く、使用材料の
重量削減、よりコンパクトな包材を使用すると、
購買量の削減によってコスト削減を実現するこ
とができるほか、ソースリダクションによって、
製品が最終的に廃棄された時の環境への影響を
低減することができます。当社は長年にわたっ
て包材の軽量化、環境に優しい素材の開発に力
を尽くしています。また、「包材チーム」を設
置し、次のような作業を担当させます。
●低コスト、高付加価値、高耐久性、美観的、環
境に優しい特徴のある包材の開発
●新形態の包材の導入及び応用
●包材及び包装操作のプロセスの簡素化及び改善
●リサイクル、リユース、省エネ、低汚染、包材
消耗量の少ないグリーン包装を開発
ここ数年、当社は持続可能な包装向けの開発
は主に包材の軽量化となります。例として挙げ
ると、PP コップ又はポリ瓶などがあります。軽
量化設計によって 20 ～ 30％の重さを軽減でき
ます。同一機能及び同一実用性を保有するとい
う前提のもとで、原材料の使用を省けられるほ
か、製品のライフサイクルについて、輸送及び
廃棄段階における炭素排出及び環境への影響を

低減 013 年の包材軽量化の成果で 46.6 トンの原
料使用を削減することができます。
ただし、過度な軽量化は包材の商品への保護
能力が落ちることを引き起こすので、軽量化の
ほか、当社は高度なバイオプラスチック、生分
解性プラスチック及び植物由来プラスチックの
使用率を高める方向に進んでいます。
2013 年において、政府による環境保護政策の
促進に応じるもとで、当社の卵商品は一律紙製
又はバイオプラスチック（PLA）製のパッケージ
を使用するようになりました。民衆が良質な卵
を購入する同時に環境保護にも貢献できます。
ま た、 紙 パ ッ ク の 主 な 原 料 は 紙 と な り ま
す。 統 一 麦 香 シ リ ー ズ の 無 菌 テ ト ラ パ ッ ク は
率 先 し て 森 林 管 理 協 議 会（Forest Stewardship
Council、 FSC）にの認証を取得した包材を使用
しました。当社用紙の出所は FSC 森林認証シス
テムによって厳しく管理されていることを意味
しています。持続可能な管理といったコンセプ
トを持って材木の消費を削減し、消費者にグリ
ーン製品といった選択肢を提供します。2013 年
年末まで、FSC 認証包材購買のための出費は紙
類包材購買の総支出の 32.91% を占めています。

PLA（Polylactic Acid 又は Polylactide）

ポリ乳酸は熱可塑性脂肪族ポリエステルの一種です。ポリ乳酸の製造に必要とされる乳酸及びメル
ドラム酸は再利用可能な資源を発酵、脱水、精製させることによって取得することができます。また、
通常の場合、ポリ乳酸には優れた機械及び加工性特性を有し、廃棄後でも様々な手段で快速に分解
されることもできるので、環境に優しいプラスチックの一つとして見られています。
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依頼する輸送会社に対して高効率輸
送可能な車両の更新または交換を宣
伝します。

運賃に占める評価・管理・監査される
製品の損害額の割合
0.060％

制御値≦ 0.05％

0.050％
0.040％

0.020％
0.010％
0.000％
2009

2010

2011

2012

2013 （年）

注記：運賃に占める月間評価・監査製品の損害額の割合を通
じて、不適切な運転による損失を減らしたり、納期遅れの発
生率及び燃費の無駄を削減したりすることができます。

社会と共存共栄

 社は 2013 年に各輸送会社の GPS システムの
構築を促進していました。特に食品飲料類の大
型車両 (2014 年 6 月まで、輸送会社車両の GPS
搭載率は 90％に達した ) に対して対応窓口を設
定したり、IT 設備を活用したりすることによっ
て、輸送状況 ( チルド車両の温度管理を含む ) を
随時に確認することを図り、それに基づいて調
達を行えます。それによって顧客のニーズに応
え、物流配送の全体的な効率を向上させます。
さらに、当社の製品が環境に与える影響を軽減
するほか、具体的にグレーン製品のライフサイ
クルにおける炭素排出の削減を実現します。

Connecting with Community

0.030％

GPS システムによって輸送状況を把握

Quality Products

グリーン輸送機関

ロハス製品

クイックレスポンスシステム（QRS）
を構築します。対応窓口を設定し、
資源及び設備を活用して顧客のニー
ズに応えることによって物流配送の
全体的な効率を向上させます。

物流輸送は食品産業バリューチェーンの主な
活動の一つとなり、物流全体プロセスの重要な
一環です。物流輸送管理は効率的に企業の運営
コストの削減、資源の利用率を配慮しなければ
ならなく、管理面における非常に重要な指標と
なります。長年にわたり、当社はグリーン物流
を目標として追い求めています。グリーン物流
管理、高効率輸送機関、軽量化した積載物及び
評価管理などの措置を介して、物流輸送の省エ
ネ・効率を向上させたり、地元コミュニティへ
の影響及び汚染を軽減したりすることを実現し
ます。また、管理計画、輸送機関、包装などの
改善を通じて物流輸送の環境への影響を減らし
ます。

責任管理

 ジタル化作業システムを構築する
デ
ことにより、注文センター、倉庫、
輸送会社、運賃を繋ぎます。最適化
した調整によて物流輸送の効率を向
上させ、無駄な移動を削減でき、効
率的に輸送による環境への負荷を軽
減することを実現します。

Responsible Management

グリーン物流及びサービス

グリーン物流管理

GPS 管理システム

温度測定設備

車両管理システム
クラウドサーバー

カーナビ

車両管理プラットフォーム
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基地局

Sustainable Environment

GPS

2.6

消費者コミュニケーション

現

在の経済社会環境における激しい競争の
中、製品は社会のトレンドに合わせなけれ
ばなりません。当社は一つの成功した製品は現代
人のニーズにマッチするほか、関連製品に関する
コンサルティングサービスも欠かせないもので
す。そうする限り、製品を介して顧客に与えたい
価値が完全的に伝えられます。そのため、当社の
計画した消費者に接するルートは毎年の各ブラン
ドの顧客満足度調査及び顧客フィードバックを介
して消費者との距離を縮ませます。顧客満足度調
査については、主なブランドに対して調査を行い
ます。インスタントラーメン、茶飲料及び乳品な
どが含まれます。それによって、製品の品質、味、
パッケージデザイン、内容表示、問題への対応及
び対応態度に関するアドバイスを集めます。消費
者のニーズを理解することによって消費者に満足
していただける製品を開発することを期
しています。
また、消費者に満足していただ
ける製品を提供するほか、「ご
愛用者サービスセンター」とい
ったもう一つの付加価値サービ
スによって消費者に即時製品コ

ンサルティングサービスを提供します。多元化
したルート（0800 フリーダイヤル、公式サイト、
電子メールなど）を通じて顧客の声を聴き、顧
客のニーズを把握し、それを実際的な品質改善
及びプロセスの向上に転じさせます。苦情サー
ビスについて、「電話をいただいた後、一時間
に自ら連絡します。通常苦情の場合、24 時間以
内に決着します」を目標とし、確実に消費者に
よる苦情のゴールデンタイムを把握し、結果が
出次消費者に連絡します。また、消費者一人一
人の建設的なアドバイスを実際的な改善に転じ
られることを確保するとめに、当社はシステム
化した管理モードを構築し、処理神勅及び実行
成果を追跡します。

2013 年インスタントラーメン製品の
全体的な満足度

98.32% ＞ 80％
（目標値）

ご愛用者サービスセンター―消費者苦情処理作業プロセス
責任部署
責任者

責任部署
検討者

責任部署

品 質 管
理 課 責
任者

品質検
査者

通知を受
け取る

品質部署
品質管
理窓口

製品プロ
ジェクト
マネージ
ャー

テレフォ
ンオペレ
ーター

テレフォ
ンオペレ
ーター

テレフォ
ンオペレ
ーター

消費者

事業部

製品プロ
ジェクト
マネージ
ャー

ご愛用者サービスセンター

サンプル品質の追跡及び苦情件の追跡
対策及び追跡の実行成果を確認

原因を検討、対策を練
り、改善、追跡する

検査内容を確認、判定する

サンプルを受け取る、サンプ
ルを検査する

受け取る

処理過程の内容を確認、消費
者苦情の処理の完了を確保

消費者訪問

消費者からの電話を受け、苦
情基本情報を登録

苦情提出
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PH9.0 アルカリイオン水の賞味期限の表示位置を見つからないお婆さんがいました。当社は直ち

に顧客サービスマネージャーにお婆さんを訪問してもらい、顔を合わせて話を聞いてもらいました。

消費者が日付表示を見ると、インクジェット印刷の位置が見づらい（ボトルネックの下側）と伝え

責任管理

2013 年の具体的事例

Responsible Management

製品向上の共有

ました。生産工場がこの情報を知ると、関連部署を集めて検討しました。誰でも気軽に見れるよう
に、日付の位置をボトルの胴体に移しました。

インスタントラーメンはフライ過程で焦げ麺屑が発生します。消費者は焦げ麺屑を外来異物と勘

違いして不安な気持ちに包まれます。そのため、関連部署はプロジェクトチームを成立しました。

Quality Products

新たな設備を投入して予防したり、発生率を軽減させたりします。

件数

主な原因

500,000 台湾ドル以上

-

-

100,000~500,000 台湾ドル

1

広告内容違反、治療効果に係る

100,000 台湾ドル以下

-

-

2013 統一企業社会的責任報告書
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上述した関連違反事件が発生した後、当社は次のような措置を取
りました
●会社内部の関連部署は直ちに主管機関と関連の討議を行い、内部
において部署を跨いだコミュニケーションルート及び関連監査作
業の実行を強化させます。
● 2013 年に、当社は内部において「食品安全通報ホットライン」
を設けました。従業員は製品の表示情報に如何なる疑いがある場
合、ホットラインを利用して通報することができます。
消費者の期待に応えるために、当社は上記の措置によって、将来
の製品表示又はマーケティング情報がより確実で透明になれること
を期しています。

社会と共存共栄

罰金

Connecting with Community

過去の製品満足度及びご愛用者サービスセンターによる顧客サー
ビス満足度調査によると、顧客が当社の製品及び対応に非常に満足
し、顧客個人情報に関するトラブルも発生していなかったことがわ
かります。我々は現状に満足せずに、様々なアドバイスを聞いて良
質な製品及びサービスを提供するために、将来、消費者とのコミュ
ニケーションルートを維持、拡大し続けようとしています。
もう一つの消費者コミュニケーションのルートは製品表示及び広
告となります。当社は詳しくて法律に適合している製品情報を提供
することに尽力しています。2013 年に一部の製品は広告違反で主
管機関による処罰を受けました。主な原因及び罰金は次に示したよ
うになります。

ロハス製品

フライ過程で焦げ麺の発生を削減する考案から、完成品包装前の CCD 映像検知システムの導入まで、

ブランドストーリー

2.7

晨光食パンの開発理念

現

在の台湾は核家族世帯と単独世帯から構成される社会になりました。

仕事や生活に追われる人々はちゃんと座ってしっかり食べる時間さえ

もなくなりました。忙しい人々が手軽にグルメを味わえることを実現する
ために、我々は専門的な技術・開発、億台湾ドルを誇る設備を投入しまし

た。開発に長い歳月をかけた結果、ようやく簡単ではないが素朴な食パン
の開発に成功しました。柔らかくて、もっちりとした食感、小麦のほの甘

さ、毎日食べても飽きません。何に合わせても美味しい。我々の食パンは、
曙光（晨光）のように、人々の毎日に欠かせないパートナーになり、みん
なに元気を届けられることを期しています。

食パンラインは生産工程技術の向上及び将来の新竹湖口工場の新工場の投

資という理由で、製品品質向上コストはブランド価値に転じさせなければな
りませんでした。そのため、系統的な「晨光」ブランドのマーケティング及

び価値の構築を始まり、質の向上を追い求め、成長のエネルギーを蓄えます。

統一科学麺

科

学麺をなめないでください。科学麺は子供時代の消されない記
憶です。幸せをあなたの口に届けるーローでした。子供時代の

おやつの種類は多くありませんでした。体を冷やしてくれる卵アイ

ス、顔をしかめるほど酸っぱい果実の砂糖漬け、それに一パックの
科学麺。これらのおやつを手にするだけで、仲間の間で自慢できま

す。パッケージを開けると、馴染みのある香りがぱっと広がります。
科学麺の元の味を味わいたいなら、そのまま口を広く開けて噛んで

もいいです。砕いて食べてもいいです。最後に残りの屑に塩コショ
ウ味調味料をいっぱいかけて食べると、幸せが口の中に広がり、な

かなか消え去りません。その時刻は科学麺の最も輝かしい一刻で、
美しい子供時代がまだまだ近いだと思い出させてくれます。
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LP33
にアレルギーっ子又は家族にアレルギーの歴史があるママにとって、

彼女たち一番心配することはアレルギーのもたらした不快感が勉強時

の子供の集中力に影響を与えることと健康や成長への影響です。アレルギ
ー源から子供を守るために、不本意でも仲間の皆も好むぬいぐるみ、アイ
ス、飼い猫、飼い犬などとの接触を禁じらなければなりません。アレルギ

ちのもう一つの心配事となります。LP33 機能ヨーグルトを途切れなく引き

続きに飲むと、アレルギー症状を緩和できるほか薬物の心配もないことは
実験で証明されました。

さらに、2008 年に「アレルギー体質調整を支援」という食品認証を取得

しました。いつも季節変化、環境で悩んでいるあなたへ。

U

NI water は 2006 年 8 月に発売され、台湾初の「シ
ンプルでお洒落」なイメージを有するボトルウ

ォーターです。特許取得済みの六角透明胴体で独特

な質感を引き立て、シンプルな視覚デザインを強め、
ボトルウォーターブランドでファッショントレンド
をリードします。

UNI water は誰でも唯一無二の存在であり、特別に

社会と共存共栄

Connecting with Community

UNI water

ロハス製品

Quality Products

ーは薬物で治療、制御することができますが、長期的な薬物使用もママた

接させるべきであると思っています。そのため、2011 年より流行っているカラーをお勧めし始めま
す。赤、橙、黄、緑、青、藍、紫のほか、2011 年の年間限定色「忍冬赤」と三つの春限定色「ミツ

リースしてきて、現在、合計 56 色の彩る独特製品をリリースしました。あなたの生活に独特なファ
ッションを注入し、あなただけのライフスタイルを創出します。
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レンドをリードします。今に至るまで、UNI water は毎年一色の年間限定色と三色の季節限定色をリ
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ロウ黄、ヨットブルー、エンドウ豆緑」をリリースし、最新ファッションを演出し、ファッショント
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49

女性 （単位：人）

28%

従業員数 5,178 人

従業員年齢
構成

42 14
1,828

3,294
本国籍不定期契約社員

3,336

外国籍定期契約社員

62%

フルタイム社員

1,842

10%

ロハス製品

男性

Quality Products

2013 年雇用状況

共栄共存な理想的な社会環境を構築できること
を期しています。
従業員は、統一の最も貴重な資産です。我々
も統一の従業員の一人一人が我々が誠意を持っ
て構築した職場という舞台で、力を尽くして彼
達・彼女達の夢を追い求められることを期して
います。この約束を実現するために、従業員の
為に安全かつ平等でチャンスが溢れる職場を構
築しました。さらに、すべての従業員が統一と
共に成長し続けられるように、従業員のために
キャリアアップ計画を設計しました。

責任管理

々が参加している社会については、従業員
又は所在するコミュニティ・町字、乃至全
体的な社会環境に対して、我々は一貫として「社
会から受け、社会に還元」といった水を飲むと
きその水源のことを思う態度で接しています。
経営利益を株主へ還元するほか、完全的な従業
員福利厚生、コミュニティ・町字との友好、国
民全体健康生活の促進などの活動を行っていま
す。すべては「社会福祉を向上させ、社会の内
面を豊かにする」を期しているためです。さら
に、我々の僅かな力で「愛の文化」を撒いた後、
この愛が広がることができ、互いに思いやり、

Responsible Management

我

<30 歳の従業員
30 ～ 50 歳

3,336

1,842

退職
者数

新規雇
用者数

在籍
者数

退職
者数

新規雇
用者数

在籍
者数

30 歲以下
30-50 歲

37

99

319

7

35

177

44

59

1,812

13

32

1,374

1

4

1,205

82

162

3,336

合計

男性

退職率

2.46%

新規雇
用者率

4.86%

女性

0

2

291

20

69

1,842

退職率

新規雇
用者率

1.09%

3.75%

Connecting with Community

2013 年離職者数・新入社員数及びその割合

年齢層

50 歲以上

派遣社員

社会と共存共栄

正社員

>50 歳の従業員

221 284

多彩な従業員構成
先住民

6

8

障害者

67

14

外国籍

42

14

一般人

3,221

1,806
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男性

安全かつ平等な作業環境

3.1

安

全かつ平等な作業環境の構築は我々の従業
員への最も重要かつ基本的な約束です。安
全が確保されていない限り、何も始まりません。
そのため、より良質、より安全かつ安定な環境
の構築に努力しています。また、当社はすべて
の法令に準じるほか、より高い基準で従業員が
安心して作業できる職場環境を作り上げること
を 自 分 に 要 求 し て い ま す。 さ ら に、 従 業 員 の
「人間尊厳」を重視し、平等的に従業員一人一
人と接しています。従業員の基本的人権、労働
者としての誇りを侵したりことを決して認めま
せん。また、従業員の性別、国籍、民族、肌の
色または政治的立場などを理由に、給料や福利

厚生において差別することは決してしません。
全体的に言うと、人間を本位として人間を重視
し、差別や嫌がらせのない職場環境を構築する
ことは当社が常に念頭に置いている信念です。
このような信念のもとで、当社はこれまでもこ
れからも児童労働者を雇用しません。従業員に
強制的な労働も行わせません。当社は 2013 年に
如何なる差別事件がなく、従業員の人権を侵し
たりすることもありませんでした。（会社の警
備室の警備にも従業員の人権を侵したりするこ
とがありませんでした）。我々は次のような手
段で安全かつ平等な作業環境を作り上げってい
ます。

1. 法規の遵守

従業員の労働の権利を確保するために、当社は積極的に労働関連法規を遵守しています。

2. セクシュアルハラスメントの防止

職場における如何なるセクシュアルハラスメントを予防するために、各工場に「セクシュアルハラス
メント防止」の声明を公表し、「セクシュアルハラスメント防止対策」を制定しました。積極的に各
性別差別の政策及び活動を宣伝したり、促進したりします。

3. 従業員通報メカニズム

従業員が最も適切なルートを介して通報したり、改善意見を提出したりすることができるように、当
社は「労働検査法」に基づいて様々なコミュニケーションルートを構築しました。いかなる通報を受
けと、当社は確実に通報事項を調査し、積極的に改善計画及び保護措置を徹底します。

2013 年無給育児休業復
帰者率が高い

4. 男女同権措置の促進
当社は積極的に結婚又は家庭要因を理由に職場を離れたが職場に復
帰したい女性を雇っています。また、作業現場の女性従業員が妊娠
32 週間以上になったら、給料の半分を支給する産休を与えたり、「性
別工作平等法（男女雇用機会均等法に相当）」の条項に基づいて関
連事項（哺乳室の設置及び保育所との提携）を実行したりするほか、
従業員が「無給育児休業」も申請できます。

2013 年復帰率

育児休業申請者数

育児休業から復帰すべ
き者数 (A)

育児休業から復帰すべ
き者の実際復帰者数 (B)
復帰率 (B/A)

82.35%

2012 年留存率
11
17

無給育児休業者申請者の実際復帰者数 (C)

復帰後一年以上働く無給育児休業実際復帰者数 (D)

継続就業率 (D/C)

14

82.35%
40

22
19

86.36%

81
人 を誇り、法的要求より 30 人
2013 年の障害者雇用者数は

も上回りました ( すなわち、法的
要求人数の

1.6 倍となる )

ここ数年の派遣社員の正社員登用者数
年度

2011 年

2012 年

2013 年

4,862

5,141

5,178

当年度年末までの派遣社員数

899

689

505

当年度の正社員登用者数

38

114

74

当年度年末までの社員数
（派遣社員を除き）

持続可能な環境
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社会と共存共栄

現存の安全衛生管理規程を維持したり、安全観察などの高度な管理技術を導入するほか、安全衛生の
管理をより徹底させ、工業安全への意識を向上させるために、ここ数年より労働者安全衛生管理計画、
危険予知指差喚呼、安全衛生責任者担当区域の監査管理、上級管理者による安全に対する監督、健康
職場の構築及び健康職場自己認証の取得を積極的に実行してきました。そのなか、永康、中レキ、楊
梅、新市及び台中の五か所の本工場のいずれも健康増進マークを取得した上に、さらに OHSAS 18001
（国際労働安全衛生マネジメントシステム ) 及び CNS 15506（台湾職業安全衛生管理システム、旧
TOSHMS）を構築しました。系統的かつ継続的な方法で従業員に危害を及ぼすリスクを軽減し、企業に
おける安全文化の向上を期しています。

Connecting with Community

7. 健康増進認定マークの取得及び職業安全衛生管理システムの構築

ロハス製品

我々は計画的に派遣社員を正社員に登用しています。さらに、2 ～ 3 年後に派遣社員数の割合を最小化
しようとしています。

Quality Products

6. 派遣社員数の削減

責任管理

当社は社会的弱者支援といった理念を持ち、2013
年の障害者雇用者数は 81 人を誇り、法的要求より
30 人も上回りました ( すなわち、法的要求人数の 1.6
倍となる )。積極的に障害者を雇用するほか、彼達 /
彼女達に様々な行き届いたケア（例えば：専用駐車
場の提供など）を提供することに
より、彼達 / 彼女達が仕事で遭遇
する可能性のある不便さを低減さ
せます。

Responsible Management

5. 障害者支援

8. 安全衛生組織の運営
安全衛生及び健康管理などの議題については、全社及び全本工場の労働安全衛生委員会の会議で討論
されています。2013 年の労働安全衛生委員会は計 14 席があり、その中の 5 席は労働者代表となり、
労働者代表率は 35% に達しています。

9. 従業員健康監視管理プロセス及び準則

従業員の健康を維持するために、我々は「重大伝染病通報兼段階的管制に係る規範」を制定し、重大
伝染病流行時、従業員の感染率を低減させることによる運営への影響を防止することを図ります。重
大な伝染病の感染を発覚した時における対応プロセスは次の通りとなります。
通報受付者による通報
者、通用内容、時間、
場所、対象物の記録
即時に通報

技術グループ最高
管理者による部署
間の伝達及び協調

環境安全室最高管
理者による況の
把握及び迅速な
即時に通報

緊急対応チームを
招集して対応

緊急対応チーム

必要な場合、討論や
決議を行う

10. 職場安全への従業員の認識の向上及び宣伝
環境安全制度及び規範を徹底し、一般従業員の安全職場の維持に関する認識を向上させ、充実させま
す。救急人員、防火管理者、甲種及び丙種労働衛生管理者（職業安全衛生業務主管）並び安全衛生教
育などは規定に従って証明書を取得すべきです。また、毎年、法令要求に準じて再訓練講習を組むほ
か、監督管理の用に供するために、安全衛生管理者によるオンライン登録を実行します。さらに、従
業員の職務中に遭遇する可能性のある状況に対して対応基準を設定するほか、如何なる緊急事態に備
えられるように予め従業員を訓練します。そのほか、会社内部サイト及び掲示板を介して職場安全を
宣伝します。

毎年の全社（各本工場）における労働災害による損失日数
2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

96 日

236 日

404 日

88 日

862 日

注記：2012 年に楊梅本工場で范邱○○及び徐○○巻き込み事故が発生しました。二人の 2013 年合計休業日数は 730 日となります。
また、2013 年に永康本工場及び新市本工場でそれぞれ切れ事故と墜落事故が発生し、合計休業日数は 132 日で、2013 年の労働損
失日数は合計 862 日となります。

ここ五年間の 業員欠勤率
年度

女性

欠勤率（単位：20 万労働時間）

男性

2009

547

359

2010

625

674

2011

661

821

2012

756

672

2013

996

623

注記：欠勤率 = 欠勤日数 / 総労働日数 *200,000。200,000 を掛けるのは従業員 100 名が週 40 時間、年間 50 週間勤務に基づいて
計算するという理由です。
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労働災害強度率
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2010

2011

2012

0.9

0.88

0.25
2013

（年）

総合災害指数
1.00

0.93

0.93

食品及び飲料製造業
全国合計

0.80

統一企業

0.48

0.52

0.5

0.40
0.20
0.00

0.46
0.04

0.04

0.07

0.04

2009

2010

2011

2012

0.05
2013
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0.54

Sustainable Environment

0.60

0.57

総合災害指数は
労働災害度数率
に労働災害強度
率を掛けて 1000
の平方根で割っ
て得られます。

社会と共存共栄

1.92

Connecting with Community

2.00

労働災害度数率：
100 万 延 労 働 時
間当たりの労働
災 害 発 生 回 数。
現在、台湾の「労
働災害度数率」
の計算式は：FR（労働災害発生
回 数 *105）/ 総
労働時間。

Quality Products

123

100

ロハス製品

150

243

労働災害強度率：
100 万延労働時間
当たりの労働災
害による総労働
損失日数。現在、
台 湾 の「 労 働 災
害強度率」の計
算 式 は：SR-（ 労
働災害総損失日
数 *105）/ 総 労
働時間。

責任管理

業界を下回る

Responsible Management

労働災害強度率
労働災害度数率
総合災害指数

ここ五年間における労働安全衛生に対する投資
60,000

労働安全衛生の投資額 ( 千台湾ドル )

54,150

50,000

42,190

40,000

35,181
28,978

30,000

22,516

20,000
10,000
0

2009

2010

2011

2012

2013

（年）

注記：投資項目は労働安全衛生組
織管理費、労働安全衛生教育訓練、
労働安全衛生検査、労働安全衛生
防護具、労働安全衛生改善工事、
作業分析及び安全講習、労働者健
康診断及び労働安全衛生関連活動
費用が含まれます。

ここ五年間における労働災害による生じた損失
労働災害による損失額 ( 千台湾ドル )
800

736

700

597

600
500

432

400

303

300

177

200
100
0

2009

2010

2011

2012

2013

（年）

注記：
1.2010 ～ 2012 年 の 中 レ キ 工 務 課
における労働災害による損失日
数が高すぎることが原因で労働
災害損失額が増えました。
2.2012 年の楊梅食品工場及び楊梅
飲料第二工場における挟まれ事故
は統計に含まれるので、労働損失
額が増えました。

11. 従業員の健康管理への支援
●ス
 ポーツ・レジャー施設及び文化・娯楽施設の設置：統一企業の従業員が休憩時間に適時に余暇活動

を行えることを実現するために、図書館、社交室、娯楽室、卓球室、ビリヤード室、バスケットボー
ルコートなどの施設を提供します。
●健
 康づくり活動の開催及び宣伝：毎年に各本工場に定期的に健康管理講習を開催します。例えば、プ

レシャー管理、禁煙、禁ビンロウなどの宣伝講習を開催するほか、企業組合は毎年にウオーキング活
動、従業員及びその家族を対象とした旅行を開催します。
●従
 業員の健康への配慮：毎年定期的に従業員健康診断を行います。一般健康診断、特殊健康診断など
の項目が含まれます。健康診断を専門的に行医師に健康コンサルティングを行ってもらうほか、健康診
断で異常が検出された従業員を追跡し、病院での再受診を促します。
対象
健康診断で異常が発見された者

関連措置

作業環境、設備又は作業形態を追跡します。作業関係が
原因となる場合、即時に改善措置を行います。

代謝症候群の恐れがある者（血圧が高い者、
健康宣伝を行います。従業員に健康な食事及び定期的な
空腹時血糖が高い者、トリアシルグリセロー
運動の大切さを呼びかけます。
ルが高い者、善玉コレステロールが低い者）
従業員全員

予防的措置：長時間労働による脳血管疾患または心臓疾
患などの過労トラブルを回避します。
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統

一の人々のことを配慮するのは当社の変わらぬ立場です。そのため、当社は手厚い給料を与
えているほか、従業員の衣食住・交通・娯楽のソフト・ハード両面の施設及びその品質を向
上しています。例えば、従業員寮、手頃で美味しい食事の提供、従業員健康診断の開催などが含
まれ、従業員により完全的な福利厚生を提供します。また、コミュニケーションのバリアフリー
化を図り、労使協調を維持し、統一の人々が職務に力を尽くしてもらえるように努力しています。

持続可能な環境

Sustainable Environment
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社会と共存共栄

Connecting with Community
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ロハス製品

Quality Products

統一企業の製品は優れた従業員達が創出したものです。

責任管理

全面的な幸せな職場

Responsible Management

3.2

給与

職位及び業績に基づいて設定。性
別で格差を付けません。

福利厚生手当

賞与

労働保険、健康保険、
団体保険、従業員旅行

業績賞与、三節ボーナ

手当、出産手当、子女

ス（正月、端午の節

教育手当、葬式手当、

句、中秋節）のほか、

定年祝い金のほか、妊

年末賞与、決算賞与も

娠 32 週間以上になっ

与えます。

た女性は給料半分を
もらえる産休を申請

することができます。

福利厚生施設

福利厚生内容

退職制度
労働基準法及び労働

従業員寮、駐車場、

者定年退職金条例の

員 食 堂、 図 書 室、

員退職の関連施策を

提供します。

退職給付引当金の積

シ ャ ト ル バ ス、 社

条項に基づいて従業

娯 楽 室、 哺 乳 室 を

実行します。さらに、
み立て及び給付など
の関連業務を監視す
る従業員退職給付引
当金監視委員会を設
置します。

従業員福利厚生委員会

法に基づいて従業員福利厚生委員
会を設置し、積極的に様々な従業
員福利厚生を促進します。
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2012 年

2013 年

全社人数

4,675 人

4,637 人

4,750 人

5,023 人

5,099 人

4,776 人

4,758 人

4,862 人

5,141 人

5,178 人

割合

97.89 ﹪

97.46 ﹪

97.70 ﹪

97.70 ﹪

労働組合参加者数

47

98.47 ﹪
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2011 年

社会と共存共栄

2010 年

Sustainable Environment

2009 年

ロハス製品

企業労働組合に参加した従業員人数及びその占める割合は次の通り

Connecting with Community

当社は成立以来 40 年にわたって「労使協調、
共栄共存」といった理念に拘り、労使関係の促
進に努力してきました。会社の関連従業員管理
措置のいずれも公的機関の定めた労働法令（労
働基準法、労働者退職金条例、労働安全衛生法、
労働保険条例など）に基づいて施行されます。
上述した法令のほかに、我々は労使コミュニケ
ーションのバリアフリー化の維持に取り組んで
います。具体的な成果は次の通りです。
● 98% の従業員は統一企業株式会社の企業内労
働組合に入会しました。また、2013 年の従業
員参加率は過去最高を更新しました。スムーズ
な労使コミュニケーションを維持するために、
労働組合幹部及び会社代表者は定期的に会議を

開きます。さらに、従業員に会社の全面的な運
営状況及び方向を理解させるために、毎月定期
的に労働組合理事長を会社の営業会議に招きま
す。
●社長が従業員福利厚生委員会及び企業労働組合
に自ら出席し、または代表者を指定して出席さ
せます。
●す で に「 団 体 協 約 」（ 三 年 期 限、2012 年 ～
2014 年）を締結したほか、別途に労働基準法
より優れる労働条件を制定しました。例えば、
自然災害時の有給休暇など。
●従 業員が各層管理者、環境安全室、人的資源
室、統一月刊及び電子メールを介して思いを伝
えることができます。

Quality Products

労使コミュニケーションのバリアフリー化

責任管理

52,104 元， 是 同 期 台 湾 最 低 賃 金
的 2.74 倍， 亦 為 同 期 台 灣 製 造 業 員 工 平
均 經 常 性 薪 資 的 1.49 倍。 統 一 近 3 年 來
每 年 均 調 漲 薪 資，2013 年 賃 上 げ 率
（3.31%） 遠 高 於 同 期 消 費 者 物
価指数上昇率 0.79%。

Responsible Management

2013 年， 統 一 企 業 員 工 的 每 月 平 均 經 常 性 薪 資 為

統一大家庭
経済的解雇を行わない伝統
統一大家族の一員として入社した従業員の一人一人に対して、我々は常に「ご縁を大切にする」とい
った理念を抱き続けてきました。そのため、我々は絶えず競争市場からの挑戦に直面しなければなら
ないけど、我々は依然として創立者の「経済的解雇を行わない」という初心を忘れることなく、様々
な経営環境に直面しても、適切な配置転換を基本原則としています。このようなことから、当社が積
極的に企業の社会的責任を果たしていることがわかります。

統一の空で夢を追う

私は夢を追うためにここにいる
求人サイトに掲載されているこの文句は一見公式すぎる美談と思われるかもしれません。自
信がないまま応募ボタンをクリックした一年前の自分は、台湾民衆の日常生活と緊密な関係
がある会社の一員になれることを想像もつきませんでした。これらの体験があるからこそ、
振り返る時より心に響きます。統一を応募する時、統一は危機に直面している真っ最中にあ
りました。その時、可塑剤事件に関するメディアによる連続報道を毎日見ていました。それ
より印象的なのは、最終面接の時に、「このような会社に入る勇気がありますか？」と羅社
長に聞かれたことです。不安な要素が溢れる中、逆に健全な会社が危機管理及び持続可能な
経営に対する決意を見分けられます。企業が取った実際的な対応をこの目で確認できる自分
は非常に幸運です。危機発生後、統一企業の実力及び中身が証明され、社会も統一を認める
ようになりました。さらに、統一は 2012 年に「最高評価ベンチマーク企業」、「台湾ベス
ト 20 国際ブランド」、「国家傑出生産マネージャー賞」、「国家品質安全個人賞」、「新
社会人最も憧れる会社ベスト 100」など様々な賞に輝きました。それによって心に着実感が
湧き、自分の正しい選択で「幸せな企業」に入られて本当に良かったです。
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人

「

2013 年教育訓練実行成果統計
社内研修クラス数

社内研修人時

社内研修人時

教育訓練総費用

2,393 班

155,733 人時

16,435.5 人時

18,805 千台湾ドル

ロハス製品

はコア職能、専門職能、管理職能、心魂体職能
及び組織発展のためのニーズなどに向けて各段
階の学習マップを立てます。さらに、従業員に
成長させ、才能を発揮させるために、我々は従
業員に豊富な学習資源及び才能の発揮できる職
場環境を提供しています。当社は重要人材の育
成を重視しています。個人のキャリアアップ及
び企業との共同成長を実現するために、ジョブ
ローテーション、海外勤務を介して重要人材に
重要な職務及び挑戦を与え、社内で専門的人材
及びリーダー的人材を育成することを期してい
ます。

Quality Products

材は企業成長の土台となる」。当社は常に
「専門集中、キャリアアップ、生涯学習」
などの教育訓練に対する理念を抱き、従業員の
潜在能力の引き出し、人的資本を深化させ、学
習型組織を構築し、良好な経営風土及び企業文
化を作り上げることによって従業員及び会社の
競争優位を維持し、共に卓越を創出し、共栄共
存しようとしています。
我々は専門性を追い求め、実用本位、長期経
営といった視野を持ち、系統的に人材育成の青
写真を描いでいます。また、会社ビジョンから、
使命、役割、戦略展開まで、完全的な人材育成
体系を構築します。人材育成体系において、我々

責任管理

完全なるキャリアアップ計画

Responsible Management

3.3

統一企業人材育成体系
社会と共存共栄
持続可能な環境
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能
職
ア

Connecting with Community

人
要
重
財務会計訓練

員研修 / コ
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練

身心靈
職能
研究発展訓練

人的資源訓練

営業マーケティング訓練

入社

生産管理訓練

入門
中級
上級

新

專業
職能

訓

管理
職能

Ｔ
Ｊ

材
育
成

Ｏ

2013 年度

従業員一人当たりの教育と訓練性能とトレーニング時間
男性

女性

對象

小時

人數

平均時數

小時

人數

平均時數

一般従業員

113,304

3,099

37

40,188

1,813

22

12,515

237

53

1,420

29

49

125,819

3,336

38

41,608

1,842

23

マネージャク
ラス以上
従業員全員

人権及び法律に係るテーマに対し、当社は完全なる教育訓練体系を構築し、
関連講習を計画しました。2013 年度の受講者数は 3,557 人となり、従業員

69% を占め、延べ人数は 6,161 人、総時間数は 11,178 時間とな
ります。また、全員がその他の日常法律教育宣伝講習に参加し、 100%
全員の

の参加率を誇ります。

我々は従業員への関心には終焉がありませ
ん。従業員が統一企業を退職しても、手段だけ
変えて、統一退職者連合を介して縁を続かせる
ことができます。退職者連合は今年で成立から
10 周年を迎えました。退職会連合を通じて、こ
れらの老統一人が定期的に統一企業の成長及び
栄光を共有することができます。また、老統一
人の健康で楽しい退職後生活のために、親睦会

の主催機関は会員総会を開くたびにテーマ講座
を設定します。例えば、前最高経営責任者林蒼
生が本年度第二回会員総会で演説した時、昔の
ことを共有したほか、参加者の方々に絶えず新
しい知識を勉強し続けることを励ました。さら
に、主催機関は中央研究所の退職者を招き、「高
齢者の栄養食事」についての健康維持方法を共
有してもらうことばあります。

統一企業退職者親睦会第五期第二回会員総会
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食

2013 年

イベント項目

開催回数
789 店舗（統一コンビニ：589 店舗、コスメド：200 店舗）

第五回コミュニティヘ
ルス拠点全国健康週間
イベント

台湾 22 県市において 4 万人の民衆が代謝症候群健康診断イベン
トに参加

台湾ミレニアムヘルス
8 月 9 日ウエスト測り
日

企業 25 社、ブランド 28 個と提携してミレニアムヘルス・OPEN
ちゃん BMI 回転盤を製造して、台湾全土の 1400 店舗で配りま
した。また、台湾全土の 4800 店舗の統一コンビニで 97 万個の
健康ウェスト測り紙製巻尺を配りました

健康講座

合計 11 回の予防医学講座を開催しました。総参加者数 2,770 名

学校へ出向き健康づく
り

10 校の小学校へ出向き、6,733 名の生徒、13,966 名の保護者及
び教師が受講しました

毎年投入費用：5,000 ～ 6,000 万台湾ドル、マーケティング資源大よそ 1 億台湾ドル
プラットフォーム：台湾ミレニアムヘルス健康財団法人、統一企業社会福祉チャリティー事業財団
法人、統一ライオンによる全国的野球促進、各ブランドへのマーケティング的支援

弱者配慮

緊急援護

提携・支援計画
音楽

芸術
文化

スポ
ーツ

環境
保護

財団法人台湾ミレニアムヘルス健康基金会財団法人 ( 以下、財団法人という ) は自らで民衆を導いて
代謝症候群を撃退するために、ここ数年、様々な革新的な公益活動を開催しますた。
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予防医学

Sustainable Environment

食品保健栄養

Connecting with Community

統一企業の社会参加

生命を尊重
自然に接近
互いに配慮
楽観的進取

社会と共存共栄

ミレニアムヘルス拠点
拡張

Quality Products

年度

び「保健栄養」についての社会教育を促進して
い ま す。 ま た、2006 年 に 高 血 圧・ 高 血 糖・ 高
脂肪疾患の原因となる代謝症候群の予防に係る
宣伝活動を行ったほか、引き続きに「ウエスト
80・90 健康が永続」、「3D 健康生活を実現、
代謝症候群を遠ざける -Do Control( 管理する ),
Do Healthy Diet( 健 康 ダ イ エ ッ ト を 行 う ), Do
Exercise（運動する）」などの観念を促進してい
ます。

ロハス製品

品業は民衆の健康と緊密な関係がありま
す。台湾が高齢化するにつれ、国の医療費
が増大する一方です。そのため、我々は健康飲
食の大切さを呼び掛けています。2003 年に「台
湾ミレニアムヘルス健康財団法人」を成立し、
「台湾における保健栄養及び予防医学に係る社
会教育、研究発展、国際学術交流の促進」を旨
趣として、医学、栄養、食品化学の専門家を招
き、当社の食品製造及びマーケティングプラッ
トフォームを利用し、積極的に「予防医学」及

責任管理

公衆健康の宣伝

Responsible Management

3.4

1. ミレニアムヘルス拠点
民衆がいつでも自分のウエストと血圧を確認し、3D 健康
生活を実践することを実現するために、流通・小売店舗を
民衆に接する窓口として、台湾で最も密集するコミュニテ
ィ健康防護網を構築しました。我々は世界で最も密度が高
いコンビニエンスストア組織体のセブンイレブンを有して
います。財団法人台湾ミレニアムヘルス健康健康基金会と
統一コンビニエンスストア財団法人好鄰居文教基金と提携
し、台湾全土の統一コンビニエンスストア店舗で 589 箇所
のミレニアムヘルス拠点 (2013 年年末まで ) を設置しまし
た。また、コスメド（COSMED）の 200 店舗のドラグスト
アを支援し、共に民衆に 24 時間「ウェスト測定」、「血
圧測定」及び「健康知識の取得」サービスを提供するコミ
ュニティ健康サービス拠点を設置しました。
財団法人がミレニアムヘルス拠点を設置して以来、全国の
ミレニアムヘルス拠点の店舗と提携して血圧
測定及びウエスト測定サービスを提供する「ミ
レニアムヘルス拠点・全国健康日・代謝症候
群健康宣伝」という健康診断活動を年一日開
催します。この活動の指導機関は国民健康署
となります。ここ三年は国民健康署の手配に
よって、各県市衛生局の看護師とボランティ
アとして各ミレニアムヘルス拠点で民衆に測
定サービスを提供したり、衛生教育を行った
りしてくれました。健康診断及び衛生教育のほか、
カロリー教室及び健康づくりゲームを介して、民衆に商品
に記載している栄養表示及び健康食品認証の識別方法を教
えるほか、よく運動することも呼びかけていました。

2008 年よりミレニアム健康ステーション ( 元は地
区の健康ステーション ) メタボリックシンドローム
の健康検診活動を開催し、毎年平均多くの民衆が参
加しています。

台湾全国の統一コンビニ

589

エンスストアで
のミレニアム健康ステ
ー シ ョ ン を 設 置 し、 ま た

200

COSMED の
店の薬
局支店を補導しています。

2.「台湾ミレニアムヘルス・8 月 9 日ウエスト測り日」
健康的なウエストサイズへの民衆の印象を深めるために、ま
たウエスト測りの習慣を身にづけることを呼びかけるため
に、20011 年に財団法人が統一スターバックスと提携して「8
月 9 日細いウエスト日」を開催しました。8 月 9 日 ( 男女の
ウエスト基準値 ) に店舗でウエスト測り活動に参加する方々
に無料巻尺とコーヒーを配ることによって、ウエスト健康
及び代謝症候群の遠ざかりへの民衆の関心を呼びかけてい
ました。2013 年、テーマ日記者会見を全国健康月間活動と
結合させ、指導機関の国民健康署と共に開催しました。活動
の認知度の向上及び接触する集団の拡大を図るために、健康
的なイメージのある芸能人ピーター・ホー（何潤東）と提携
し、共に定期的なウエスト測りの大切さを宣伝したり、励ま
したりしていました。積極的な宣伝のほか、イメージキャラ
クターが自分の健康づくり方法を公表することによって、財
団法人のフェースブックページの人数は 2500 人から 9000
人に増え、健康を配慮する集団及び頻率も向上されました。
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中華職業棒球大聯盟会長が熱心に活動に参加

ミレニアムヘルス拠点活動

護師及びボランティアが参加、

19,504 件健康診断記録、過

演劇「メタボリック」の演出

生徒
( 人數 )

教師
( 人數 )

家長
( 人數 )

合計
( 人數 )

2012 年

7

3,367

210

6,700

10,277

2013 年

10

6,733

566

13,400

20,699
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学校活動
（回数）

Sustainable Environment

年度

社会と共存共栄

生徒が積極的に回答

Connecting with Community

2012 年より「ミレニアムヘルス・OPEN ちゃん・学校へ出向
き健康づくり」活動を始めました。財団法人が学校に入り、
健康教育の根を深くおろし、生徒に正しい 3D 健康暮らしスタ
イルに教えるほか、保護者にも「ウエスト 80・90 健康が永続」
の大切さを喚起していました。今年、生徒に人気のある対話
式演劇「メタボリック」( 代謝症候群 /Metabolic Syndrome)
の演出のほか、さらに財団法人「ミレニアムヘルス・OPEN ち
ゃん」を介して、健康体位、「抱く、引っ張る、測る」のウ
エスト測り方法、3D 健康暮らしスタイル及び健康飲食の選択
要点を一斉に教え、新意のない衛生教育を生き生きさせます。
今回の活動を通じて生徒の成長を確認するができます。家族
の健康・飲食習慣への生徒の関心が高まるほか、回収した学
習記録票の結果を見る
と、衛生教育を受講した
後の生徒は「ウエスト測
りのちびっこ見張り人」
になり、確実に保護者の
ウエストを見張るように
なったことが分かりま
す。

ロハス製品

3.「学校へ出向き健康づくり」

Quality Products

2012 年第四回より、二年連続ミレニアムヘルス拠点全国健
康美と 8 月 9 日ウエスト測り日を結合していました。
今年は統一コンビニエンスストアのヘルス拠点を有す
る店舗と統一グループの一部の企業が健康診断活動を
開催したほか、玉山銀行とハヴォ健康事業社も活動に
参加しました。今回の活動に参加した店舗は計 609 店
舗があり、台湾全土 22 県市の衛生局も共に取り組み、
1300 名近い看護師及びボランティアを活動に動員し
ました。結果としては、効果のある健康診断記録は
19,504 部に達し、民間一回健康診断活動の中で累計記
録が最も多かった活動です。財団法人がこの記録を介
して民衆の健康状況を観察することができます。

去記録を更新

責任管理

609 店舗が参加、22 県市が
共に取り組み、1,300 名の看

Responsible Management

テーマ日の前に、中華職業野球スターゲームの八裏・
九表の攻守交代時間に「89 ウエストタトゥーシールを
見せよう」イベントを行い、全会場の 2 万人近い観客
が胴回りのタトゥーシールを見せました。テーマ日の
「8」、「9」のウエスト測りに呼応するほか、異なる
集団のテーマ日への認知度を向上しました。

エッセイコンテストと絵画コンクール
2013 年より、財団法人は活動後にエッセイコンテストと絵画コンク
ールを開催し、受賞者が賞金をもらえるほか、作品がウェブサイトに
展示されます。さらに、2014 年の受賞作品は台北市政府の地下通路
に展示されます。それによって活動の精神を広げます。

高学年 - 金賞
屏東海濱小学校

陳嘉偉

低学年 - 金賞
嘉義大同小学校

中学年 - 金賞
屏東恵農小学校

蔡佳錡

高学年 - 銀賞
嘉義大同小学校

蔣靖玉
低学年 - 銀賞
屏東恵農小学校

共に幸せに」

「財団法人台湾ミレニアムヘルス健康基金会」は今年で
成立から 10 周年を迎えました。ここ十年間を振り返ると、
本財団法人のグローバル同期の代謝症候群の促進への各業
界からの変わらぬご支援に非常に感謝しています。これか
ら、台湾のすべての世帯と繋がり、「ウエスト 80・90 健
康が永続」を引き継がせ、家族メンバーの一人一人と共に
皆様のウエストと健康を守り続けることを期しています。

蔡欣妤

中学年 - 銀賞
嘉義大同小学校

蔡欣庭

代謝症候群認知度
代謝症候群を聞いたことがある？
認知度︵％︶

「財団法人台湾ミレニアムヘルス健康基金会」は代謝症
候群の予防の促進に力を尽くしています。長年にわたって
官庁・学界の力と結合し、疾患への民衆の認知度を向上さ
せるように努力してきました。2010 年に比べると、2013
年の代謝症候群及びその五つのリスク要素への民衆の認知
度は大幅に向上し、著しい効果がありました。財団法人台
湾ミレニアムヘルス健康基金会はこれからも努力し続け、
より多くの民衆に代謝症候群を知らせ、3D 健康暮らしの
観念の実践を促し、派生疾患のリスクを遠ざけることに協
力します。

「ミレニアムヘルス 10 周年

王鼎欣

80
60

66.9
48.9

70.6

43.3

40
20
0
2010

2011

2012

2013 （年）

財団法人台湾ミレニア
ムヘルス健康基金会成
立 10 周 年 を 迎 え ま し
た。記者会見で県政府
と提携し、スポーツ、
食 品、 栄 養、 医 学、 教
育などの各領域の専門
家と共に願いを掛け、
人々の健康を守りま
す。
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たって国民的音楽、芸術文化、スポーツ、レジ
ャーなどの活動に参加してきました。それだけ
でなく、社会的弱者にも娯楽活動に参加する機
会も与え、民衆の良質なロハス生活を促進し、
「健康で楽しい明日を創る」といった当社の趣
旨を徹底します。

責任管理

財

団法人統一企業社会福祉慈善事業基金」は
緊急援護金にて社会的弱者集団に心を寄り
添わせます。また、将来は段階的に本業と結合
し、一部の緊急援護金を i-cash 悠遊カードの形
で提供します。それによって資源本来の用途以
外に利用されることなく、食料品の購入に制限
することができます。さらに、我々は長年にわ

「

Responsible Management

社会配慮及び参加

3.5

1. ご近所に還元

全国困窮世帯援護

2013 年
793 世帯

2012 年

2011 年

772 世帯

600 世帯

2010 年
644 世帯

2009 年
664 世帯

8,251 千台湾ドル 7,623 千台湾ドル 5,753 千台湾ドル 5,650 千台湾ドル 5,664 千台湾ドル
35 世帯

41 世帯

224 千台湾ドル

280 千台湾ドル

246 千台湾ドル

34 機関 / 校
全国弱者機関及び 42 機関 / 校
遠隔学校を回るツ
1,156 千台湾ドル 869 千台湾ドル
アー

33 機関 / 校

25 機関 / 校

12 機関 / 校

735 千台湾ドル

890 千台湾ドル

436 千台湾ドル

救済物資贈与

5,800 項目

5,500 項目

5,320 項目

4,722 項目

一人暮らし高齢者
22 世帯
サービス・訪問

35 世帯

20 世帯

35 世帯

32 世帯

28 世帯

25 世帯

21 世帯

予想受益者総数

5,300 名

4,500 名

4,000 名

2,974 名

2,526 名

年間総出費

10,606 千台湾ドル

10,361 千台湾ドル

7,526 千台湾ドル 8,230 千台湾ドル 14,960 千台湾ドル

全国急変世帯訪問

8,000 項目

7 千台湾ドル

22 千台湾ドル

5 千台湾ドル

258 千台湾ドル

255 千台湾ドル

注記 ; 一人暮らし高齢者サービス・訪問は 2011 年より施行される
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28 世帯

Sustainable Environment

74 世帯
嘉南地域以南の中 39 世帯
学校、小学校困窮
3,124 千台湾ドル 592 千台湾ドル
個別案件援護

社会と共存共栄

項目

Connecting with Community

「財団法人統一企業社会福祉慈善事業基金」（以下、社会福祉会という）は社会救済事業の発展を趣
旨とし、当財団法人は台湾全土 400 余りの市町村役所及び民衆サービス拠点の協力を通じて、全国各
地の救済案件を援護しています。ここ 35 年間、2013 年 12 月まで、援護した困窮世帯は計 31,356 世
帯があり、援護金累計総支給額は 2.48 億に達しました。また、この期間中に人員を台湾全土の弱者援
護機関及び学校の訪問に派遣していました。四年近いで大よそ 135 機構 / 校を訪問しました。社会福
祉会は企業の使命に基づき、優しさと心配りを持ち、境界線を破り、長年にわたって社会的弱者に心
を寄り添わせてきました。それによってより緊密で調和のとれた人間関係を作り、社会的問題の低減
を図ります。ここ数年、慈善的援護を続けるほか、さらに企業内部及びグループの資源によってより
多彩な社会福祉を提供し、よりシステム的な手段で生命教育、環境教育、芸術文化、スポーツ及び行
事のたびに関心を寄せる活動を広げ、社会の価値を創出します。

ロハス製品

2. 公益・慈善

Quality Products

我々は地元のご近所及び隣接工業団地管理委員会と緊密な連絡を保ち、資源を村落共同体に還元する
交流を維持しています。ご近状の日常生活について、工場周辺の住民の空気品質及び周辺環境の衛生
を重視するほか、お盆供養から、管理委員会の引き渡し、お寺祭・行事、ご近所の地域活動などに当
社の製品を提供したり、年中行事の贈答品の手渡し訪問を行ったりします。さらに、2013 年に台南市
市政府消防局に救急車一台を贈り、救急活動での活躍、救急医療の品質の向上を期しています。

社会福祉会は地域コミュニティの低所得者及び一人一人高齢者に心を寄り添わせるほか、生徒の就学
援助費の呼応にも力を入れ、弱者となる生徒を援護し、天に善行を積むといった理念を持っています。
また、2013 児童養護センター就学援助慈善春バザーでは、バザーの品物をより豊かにするために、統
一社会福祉会が 7-E 商品カードを贈与しました。児童養護センターによる宣伝を通じて、計 10 社の企
業がこの活動に参加しました。バザー収入の全額は就学援助金として贈与し、子供たちの就学による
脱貧困という夢を捕まえてあげます。

社会福祉会は児童養護センター就学
援助慈善春バザーに贈与

社会福祉会は屏東の先住民を夢時
代大型風船パレートに招き

社会福祉会は先住民を統一ライオン (VS
兄弟エレファンツ ) 職業野球試合の

3. 職業野球活動に参加し続け、地元の野球文化を深化
当社はここ四年間でスポンサーとして 2.07 億台湾ドルを支出しまし
た。国内の野球試合に参加し、台南市立野球場の管理責任を負うこ
とによって市政府に還元します。運営管理及び修繕維持費は 4.107
万台湾ドル ( スポンサー費用の 20% を占める ) に達しました。ここ
数年、さらに行政院体育委員会と提携し、共に「野球が楽しい キ
ャンパスツアー」、「みんなで野球を遊ぼう」活動を促進し、また、
生徒に指導させるために統一ライオンの野球スター選手を各級学校
に派遣することにより、子供から民衆の野球に対する興味及び基本
動作の学習を促し、「野球スポーツ」を人々が共に参加する特徴の
あるスポーツ項目の一つになることを促進します。
野球文化を深化させるために、2010 年の夏休みより、統一ライオン
がキッズキャディー活動を始め、保護者が子供を連れて参加すること
ができます。この活動は非常に好評され、二年連続でライオンファン
に統一ライン公式サイトで予約させ、いずれも 30 分間で定員になり
ました。過去の統一ライオンのキッズキャディー活動と異なり、統一
ライオンは今年特別なサービスを提供していました。予約者全員はキ
ッズキャディの名前と番号の入っている専属野球ユニフォームを特注
できることは統一ライオンのホームゲームのもう一つの特色となりま
す。子供の頭に忘れなれない子供時代の野球思い出を焼き付けます。
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キッズキャディー

持続可能な環境
Sustainable Environment
4.1 気候変動による影響
4.2 省エネ活動 61
4.3 水資源管理 63
4.4 汚染予防

64

59

我

々は「持続可能な発展」は 21 世紀の企業
経営が直面しなければならない挑戦である
ことを深く認識しています。成長を追い求める
と同時に、環境保護の責任を尽くすことを忘れ
ずに努力しています。そのため、各工場におけ
る環境マネジメントシステムの促進のもとで、
持続的に生産品質を向上させたり、省エネ・二
酸化炭素削減、クリーナープロダクション、汚
染防止などの技術を導入したりするほか、ここ
数年、組織向け温室効果ガスインベントリ（ISO
14064-1）、製品のカーボンフットプリント（PAS
2050）の表示及び環境会計制度の構築を行って
います。また、毎年に環境安全報告書を発行す

2013 年環境保護成果

項目
温室効果ガス
省エネ

電力、燃料
再生可能エネルギー
節電
重油、軽油の削減

用水削減
原材料削減
排出削減

ることによって定期的に当社の環境責任の履行
に関する情報を公開します。
さらに、当社は各関連成果指標の設定及び実
行並びに関連部署による革新的な製造工程の考
案を励まししています。このような過程を通じ
て、効果的に従業員による相応する解決策の提
案を激励することができるほか、我々の熱愛し
ているこの土地及び資源を守るという約束を実
現することもできます。持続的な努力のおかげ
で、2013 年新市工場は環境保護署の「中華民国
企業環境保護賞」製造組金賞を受賞しました。
2013 年の環境保護成果は次の通りとなります。

包材軽量化

2013 年実績

6,028 トン CO2e 削減
1,594 トン CO2e 排出に相当
6,286 千 kWh 削減
20,798 千台湾ドル節約
98,184 トン削減
1,468 千台湾ドル節約
重量 49.6 トン削減

排水 COD 当量

当量 7.619 トン削減（削減率 98.24% に達する）

廃棄物再資源化

96.3% に達する

COD（生物化学的酸素要求量）は科学的な方法を用いてサンプルとなる水の中の有機物が酸化剤で酸化された時に消耗した酸素の
相当量を測定することです。

2013 年楊梅工場省エネ優秀賞の優等賞を受賞
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気

エネルギー使用状況

ロハス製品

当社が使用している主たるエネルギーは電
力、従たるエネルギーは燃料油となり、残りは
LPG、天然ガス、軽油となります。2013 年消費
した電力は 185,719 千 kWh でした。電力消費に
よって間接的に排出された温室効果ガスを削減
するために、ここ数年、我々は積極的に太陽光
発電、バイオガス発電及び風力発電街路灯など
代替エネルギーの実現可能性を検討し、さらに、
段階的に発電量を拡大します。2013 年の再生可
能エネルギーによる発電量は 236,356kWh に達
しました。2012 年に比べると、発電量が大よそ
22.8% 向上しました。

Quality Products

候変動は各国の持続的な発展および人間
・生物の生存と切り離せない関係があり
ます。現在、世界各国のほとんどはこの議題の
深刻さ及び緊急性を意識しています。しかしな
がら、気候変動は食品産業連鎖の持続可能な生
存に大きく影響しています。さらに、水資源の
不足は生産供給連鎖に影響を与え、世界的な食
料価格の高騰を引き起こし、人間の最低限の食
料の取得を大きく脅かしています。そのため、
我々はすでに積極的に気候変動に応じた調整戦
略及び行動を展開し、温室効果ガスの削減、製
品のカーボンフットプリントの算定などに取り
組み、段階的に組織及び製品の資源消費を削減
する方法を探り、それによって気候変動による
リスクを低減させます。

責任管理

気候変動による影響

Responsible Management

4.1

電力消費状況
電力

単位

2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

仟度

178,110

180,036

184,152

189,689

185,719

2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

燃料油

Kl

22,101

22,476

22,387

22,521

17,649

KL

811

573

1,133

1,180

938

L

0.00

356.00

6.49

6.57

6.55

L

174,236

181,579

186,350

195,610

183,690

Km3

2,080

2,678

2,912

2,891

9,152

Kg

36,479

26,907

37,790

33,220

5,200

ディーゼ
ル燃料
バイオデ
ィーゼル
ガソリン

天然ガス
(NG)
LPG

注 :1.範囲は永康本工場、新市本工場（アイス工場、麻豆工場、新営工場）、台中本工場、楊梅本工場（瑞芳工場を含む）、中レ
キ本工場、TMR、物流倉庫、台北支社は範囲に入ります。
2. 永康、新市は 2013 年に天然ガスボイラーを導入し、重油使用量を削減し、天然ガスの使用量を増加します ; 液化石油ガスを
天然ガスに換え液化石油ガスの使用量を削減します。
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単位

Sustainable Environment

燃料種

Connecting with Community

燃料消費状況

社会と共存共栄

注記：永康本工場、新市本工場（アイス工場、麻豆工場、新営工場）、台中本工場、楊梅本工場（瑞芳工場を含む）、中レキ本工場、
TMR、物流倉庫、台北支社は範囲に入ります。

再生可能エネルギー発電状況
再生エネルギー種類）

発電量
（kWh）
太陽光発電
CO2e 排出量
削減（トン）
発電量
（kWh）
バイオガス
発電
CO2e 排出量
削減（トン）
発電量
（kWh）
風力発電街
路灯
CO2e 排出量
削減（トン）

2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

13,318

12,865

12,384

12,272

12,467

7.23

6.88

6.64

6.53

6.51

254,216

0

126,624

180,024

223,772

1,986

0

1,090

1,550

1,588

0

0

58.4

140.16

117

0

0

0.031

0.075

0.061

注記：1.2010 年、故障が原因でバイオガス発電機が修理されていたので、当年度に発電量がありませんでした。2011 年 5 月、新
市工場バイオガス発電機稼働開始。
2.2011 年 8 月楊梅工場に街路灯 2 基が竣工し、電力供給し始めました。
3. 各年度の電力排出係数は 2014 年能源局の公表した係数を引用したものです

地球温暖化を緩和

会社の全体的な排出量を確認するために、当
社は「温室効果ガス対策推進管理委員会」を成
立し、各工場において推進チームを設置し、温
室効果ガス管理及び内部検証標準手順書を制定
し、ISO14064-1 の要求事項に基づいて会社の温
室効果ガス排出量を算定しています。統計によ

ると、2013 年の排出量は 185,409 トンでした。
そ の 中、scope1 排 出 量 は 88,464 二 酸 化 炭 素 当
量 ト ン、scope2 排 出 量 は 96,945 二 酸 化 炭 素 当
量トン、2012 年より 4.71% 下がりました。2013
年 排 出 強 度 は 115.26Kg/T で し た。2008 年 の
135.56 Kg/ より、全体的に 15.6% 下がりました。

直接的及び間接的な温室効果ガス排出量の推移
（単位：CO2e トン）
250,000

Scope 2
Scope 1

200,000

150,000

96,714

96,319

98,705

100,915

96,945

90,088

94,704

94,707

93,661

88,464

2009

2010

2011

100,000

50,000

0
2012

2013 （年）

注記 :1.2013 年温室効果ガス排出源の占める割合は電力 52.3%、 重油 29.7%、排水嫌気性処理 2.4%、天然ガス 9.5% 、軽油 1.3%、
バイオガス 2.5%、その他 2.3% となります。
2.2011 年より、里港 TMR、柳営 TMR、高雄事務所、雲嘉地域物流、漢宝 TMR、台北支社、林口物流が確認範囲に入ります。
3. 各年度の電力排出係数は 2014 年能源局の公表した係数を引用したものです。2013 年は 0.522kgCO2e/kWh でした。
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効

果的にエネルギーの使用を管理したり、良
好な設備機能を維持したりするために、当
社は 2007 年に部署を超え、定期的なエネルギー
追跡及び改善を担当するエネルギープロジェク
トチームを成立しました。また、当社も積極的
に経済部省エネサービスチーム及び能源局の省
エネ優秀賞など社外の省エネ活動及び省エネ試
合に参加しています。社外交流、見学及び省エ

ネ専門家による検証・指導を通じて、工場にお
ける省エネ成果の強化・向上を図ることを期す
るほか、当社の優れた省エネプランを参考とし
て社外各界に提供することにより、省エネ活動
へのほかの企業による共同参与を促進します。
持続的な努力のおかげで、2013 年楊梅工場は経
済部能源局省エネ優秀工場賞の優等賞を受賞し
ました。

ロハス製品

当社の省エネ管理制度はボトムアップ方式を採用し、三段階に分けて推進し関連者の方々がそれぞ
れの職務を担当しています。また、系統的かつ持続的な推進を通じて、全面的に省エネプランを各工
場まで広げます。

Quality Products

省エネ管理制度

責任管理

省エネ活動

Responsible Management

4.2

技術グループエネルギー管理チーム
第三段階
部署

●招集者、副招集者及びエンジニアを設置し、全社のエネルギー実施方針、計
画の制定、推進、追跡を担当させ。エネルギー対策実行成果の審査及び追跡
●省エネセミナ及び教育訓練の開催

本工場エネルギー管理チーム
第二段階
部署

●本工場の年間方針及び実施警告の制定。省エネプロジェクト活動の推進
●各工場のエネルギー、温室効果ガスに係る情報のまとめ、及びエネルギー管
理チームへの転送
●各工場におけるエネルギー使用効率の審査

社会と共存共栄

●全社のエネルギー管理事項

Connecting with Community

●定期的にエネルギー漏えい検査及び各工場におけるエネルギー使用状況の確
認。省エネプロジェクト活動及び統括管理の推進

●半年一回で工場におけるエネルギー漏えい検査の実行

●各工場における省エネ及び温室効果ガス削減活動の推進、情報統計、まとめ
●省エネプランのまとめ作業及び提案。各種類のエネルギーレポート
●エネルギー管理システム関連レポートへの記入。二か月間ごとに最低一回エ
ネルギー漏えい自主検査の実行。
●エネルギーに係るその他の実行の推進。
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第一段階
部署

Sustainable Environment

エネルギー管理チーム（工場における課レベル）

2013 年省エネプラン

2013 年の最も代表的な省エネプランは永康工場における蒸気供給システム向上プロジェクトです。
燃料の代替及び設備の更新・交換を通じて、年間 3.3 百万台湾ドル / 年を節約、CO2e 排出量計 84.5 ト
ン / 年を削減する省エネ効果があると見込み、毎年多額なコストを節約しました。

省エネ活動實績
永康本工場における蒸気供給システム向上プロジェクト
我々は発展を追い求めても環境保護の計画及び実行を重視します。エネルギー供給について、当社は
「出所浄化」から着手しました。製造工場における蒸気のピーク・オフピーク時の使用量に著しい差
があり（ピーク時使用量 26 トン / 時間、オフピーク時使用量 2 トン / 時間）、重油炊きボイラー
を大きく消耗するので、それを回避するために、段階的に低炭素天然ガスの使用を推進します。老朽
化更新という方式で、徐々に天然ガスボイラー又は低エネルギ消費型設備を導入することにより、燃
料油の消費量の削減を図り、蒸気供給システムを向上させます。

実際のやり方

●高 効率（94.5%）天然ガスボイラーを導入すること

により、ボイラーの効率を向上させ、CO2e の排出
を削減させます。

●重 油焚きボイラーのかわりに、複数台の小型高効

率ガス焚き貫流ボイラーを並列に接続して利用す
ることにより、ピーク・オフピーク時のガス使用
量を調整します。

永康工場の蒸気供給システム向上プロジェクトのほかに 2013 年に推進している具体的な省エネプラ
ンは次の通りです。それによる成果として、会社のために 8.67 百万台湾ドル / 年を節約し、CO2e 排
出量 1,331.8 トン / 年を削減しました。
工場

新市

楊梅

中レキ / 瑞芳
永康

節約コスト

第一飲料工場チルド水システムによる省エネ

CO2e 減量
（噸 / 年）

0.97

181.5

事務棟及び社員寮における空調システムの省エネ

0.37

69.6

第一乳品工場におけるガラス瓶生産ラインのシュリン
クラベル用ホットトンネルの蒸気の省エネ

0.80

101.4

氷蓄熱システムの改良による省エネ

2.37

389.1

社員寮空調システム省エネプラン

0.40

75.1

第二飲料工場における UHT4 蒸気の使用量の低減

1.22

152.0

第一飲料工場におけるスチームトラップ自動検知シス
テムの導入に係るプロジェクト

1.22

152.5

ヒートポンプによるボイラー給水予熱に係る省エネ

0.73

125.5

飼料工場における風車による造粒機稼働に係る省エネ

0.60

84.5

省エネプラン
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戦です。効果的に水資源を管理するために、我々
は開源節流を追い求め、改善措置を推進していま
す。また、毎月に「各製品用水量」に対して審査
を行い、用水の状況を監視しているので、異常が
生じた場合、即時に対応できます。

責任管理

気

候変動のため、水資源についての議題は世
界的に注目されています。山々が険しく、
雨が集中し、川が短い台湾にとってより大切なこ
とです。当社にとって、製造過程において直接
または間接的に大量の水を使用しなければならな
いので、水への依存度がより高いことは大きな挑

Responsible Management

水資源管理

4.3

水資源使用情況
3,897

3,971

4,273

湧き水

4,024

井戸水

3,500

地下水

3,000

水道水

2,500

ロハス製品

4,000

3,975

Quality Products

（単位：千トン）

4,500

2,000
1,500
1,000
500
0
2009

2010

2011

2012

2013 （年）

復水回収：ボイラーまたは製造工程に戻させて再利用します

開源

殺菌システム用水回収：パレット、プラスチックボックス及び通常洗浄に利用します
完成品タンク冷却水回収：パレット、プラスチックボックス及び通常洗浄に利用します
放流水回収：従たる用水となる。トイレや床の洗浄に利用します（製造工場を除き）
製造工程の改善及び生産スケジュールの調整を通じて設備の効率を向上させることに
よって、用水量を削減します

項目

2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

回収水量
（トン）

266,979

226,452

223,205

207,156

246,840

回収率

6.71%

5.81%

5.62%

4.85%

7.15%
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Sustainable Environment

生産スケジュールの向上によって生産後のパイプライン・設備の洗浄によるエネルギー
消費を削減します（水、電力、スチームを含む）

持続可能な環境

節流

Connecting with Community

当社が 2013 年に主に推進している用水削減措置は次の通りです。統計によると、回 水量の成果は
246,840 トンに達し、回収率は 7.15% となります。

社会と共存共栄

用水削減戦略及び方針

汚染予防

4.4

当

社は工場を設置する段階から環境保護の計画及び実行に着手しました。環境マネジメントシステ
ム（ISO 14001）を構築したり、環境の管理・検査を行ったり、環境保護設備に多額な資金を導
入したりするほか、排水、廃棄物及び排気ガスなど様々な汚染防止設備の稼働、保守及び改善などの
作業を行う専門担当部署を設置しました。2013 年、当社の環境保護関連実行コストは 391,219 千台湾
ドルに達しました。

2013 年環境保護出費及び環境保護関連設備投資金額の統計
環境保護コスト項目分類

出費（千台湾ドル）

占める割合（％）

稼働、保守、撤去処理及び大気
汚染課金

96,379

26.8%

容器回収撤去費用の納付

259,523

72.2%

環境保護設備の投資

35,317

1.0%

合計

391,219

100%

「計画、実行、評価、改善（Plan-Do-Check-Act, PDCA）」といった管理モデルの持続的な推進及び
厳重な管理のおかげで、2013 年に如何なる環境保護違反事件が発生していませんでした。

排水管理

当社は食品製造業に属するので、砂糖、油脂、浮遊物質を含む有機排水が主な排水特徴となってい
ます。排水は国の放流水基準に適合させるために、当社はすでに厳格な標準を制定し、各工場の排水
処理場の機能及び放流水の濃度を確認しています。2009 年から 2013 年まで、当社の排水 COD 削減量
の累計実績は 35,857 トンに達し、平均 COD 削減率は 98.24% となります。

COD 削減量及び削減率
COD 当量削減量

7,644

7,600

100.00%

99.00%

7,400
7,200

7,619

7,102

98.00%

7,000
6,789

6,800

97.00%

6,703

6,600

96.00%

6,400
6,200

95.00%
2009

2010

2011

2012
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2013 （年）

削減率

削減量（トン 年
/）

7,800

3,550

3,453

3,447

45.0

3,350
35.0
3,300
3,250

Quality Products

）
mg/L

40.0

3,347

ロハス製品

3,430

平均濃度（
COD

排水量（千トン）

3,514

COD 平均濃度

3,450
3,400

50.0

排水量

3,500

責任管理

排水量及び COD 濃度の推移

Responsible Management

引 き 続 き に 各 工 場 に お け る 排 水 処 理 場 の 放 流 水 濃 度 を 統 計 し ま す。2013 年 の 平 均 COD 濃 度 は
38.7mg/L となり、国家標準の 100 mg/L より大幅に下回り、環境への影響が非常に小さくなりました。
また、2013 年は新竹湖口食品工場 / パン工場及び社員寮食堂の排水処理へのニーズに応えるために、
処理量 600 トン / 日の排水処理場を設置し、環境保護署の放流水排水基準及び地方自治体の環境保護
機関の定めた処理容量に適合させます。上記の十分な管理制御のおかげで、2013 年に如何なる深刻な
漏えい、または水源及び保護されている生物の生息地への影響が発生していませんでした。

30.0
2009

2010

2011

2012

2013 （年）

大気汚染防止

（単位：トン）

450

揮発性有機化合物

350

0.5

硫黄酸化物

0.5
151.1

300
250

窒素酸化物

2.9

400

141.9

130.1

粒子状物質

2.6

150
100

173.1

6.7

15.6

15.8

2009

2010

2011

50
0

200.8

172.7

130.9

124.6
29.5
2012
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114.4

95.1

Sustainable Environment

200

0.6

社会と共存共栄

大気汚染物質排出の推移

Connecting with Community

食品業の排出した大気汚染物は主に粒子状物質、硫黄酸化物、窒素酸化物、揮発性有機化合物 (VOCs)
があり、可能な汚染源は原材料の加工、ボイラーの燃焼及び排水池における処理などの過程となります。
効率的に大気汚染物の排出を削減するために、我々は設備の可用性を向上させるほか、抜け取り検査の
代わりにすべての煙パイプラインにおける汚染濃度の即時監視を行い、排出濃度が法的基準に適合して
いることを確保します。2013 年より、新市本工場、アイス工場、冷凍食品工場及び永康本工場はすで
に次々に天然ガス焚きボイラーを導入しました。それによって硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出を削減
させることができるほか、大気汚染防止に係る費用の節約にも繋がります。そのため、2012 年より、
大気汚染物質排出量が大幅に下がり、排出した大気汚染物質は合計 267.8 トンになります。

廃棄物管理

当社は当社の生じた廃棄物を適切に分類、管理するほか、革新的な発想を通じて積極的に廃棄物の
再利用プランを計画し、効果的に廃棄物を削減させ、環境への負担を低減させます。環境保護に関す
る法律に応じ、それを環境マネジメントシステム（ISO 14001）として管理制御し、一般廃棄物がプロ
セスに応じて撤去、処分されることを確保することにより、事務エリア及び生産エリアにおける環境
衛生を維持します。
場内の廃棄物は主に一般廃棄物及び資源物に分けられます。一般廃棄物のすべては処理業者に焼却
してもらいます 2013 年の一般廃棄物の発生量は 1,429 であり、廃棄物の処理に関する費用は大よそ
383 万台湾ドルとなります。

棄物管理に係る統計
項目

単位

一般廃棄物発生量 トン
廃棄物処理費用
資源回收金

台湾
ドル
台湾
ドル

2009 年

2010 年

2011 年

2012 年

2013 年

1,506

1,422

1,366

1,332

1,429

4,244,040

4,059,651

3,674,855

3,505,067

3,831,583

33,510,577

48,565,465

55,016,923

58,813,866

50,480,135

資源物になれる廃棄物について、それを回収して従たる用途に再利用したり、有機肥料、飼料とし
て使用したりします。例えば、汚泥または茶ガラなどの回収した廃棄物を有機堆肥に作ったり、大豆
ガラを飼料として畜産農家に提供したりします。
回収率を効果的に向上させるために、各工場は廃棄物分類蓄蔵エリアを設置し、月間環境管理通常
検査に実践されているかどうかを確認します。当社の資源回収率はいずれも 95% 以上となり 2013 年
の資源物質回収量は 37,073 トン、資源回収率は 96.3% となります。

資源循環と回復
資源回収量

100.00%

資源回収率

38,000

37,401

37,000
36,000

99.00%

98.00%

35,000

34,327

34,000
33,000

37,073

97.00%

32.959

32,745

32,000

96.00%

31,000
30,000

95.00%
2009

2010

2011

2012
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2013 （年）

資源回収率

資源回収量（トン 年
/）

39,000

当社は乳品工場が豆乳類製品を製造する際に生じた大豆ガラを飼料に配合しています。
2013 年、単価 7.5 台湾ドル /KG となる飼料に配合した大豆ガラは 8,794.85 トン、経済的
利益は 6,595 台湾ドルでした。

大豆

大豆から抽出

大豆ガラ

飼料

責任管理

●大豆ガラの再利用

Responsible Management

回收資源再利用に係る實績

動物に給餌

社会と共存共栄

Connecting with Community

工場内で生じたすべての廃棄物が効果的に撤去、処理されている
か、法律に基づいて申告されているかを確認するために、我々は廃
棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、「廃棄物管理基準」
という基準書を制定し、定期的に廃棄物、回収資源物の撤去状況を
追跡します。2013 年には 38 回の事業系一般廃棄物及び汚泥処理
の不定期追跡を行い、違反事例がありませんでした。追跡中、追跡
人員が交通ルールを守り、交通事故に遭遇していませんでした。ま
た、このような定期的な管理制御のもとで、当社は危険性のある廃
棄物を輸送、搬入または搬出していませんでした。

ロハス製品

廃水処理、脱水処理を受けた汚泥及び茶飲料の生産で生じた茶葉ガラ
を回収した後、堆肥工場と肥料の製造を提携します。汚泥及び茶葉ガ
ラから作った肥料の置換率はそれぞれ 30% と 10% となります。2013
年の汚泥（7,074.42 トン）及び茶葉ガラ（9,936.05 トン）の量の場合、
肥料の年間生産量は 3,115.93 トンとなります。

Quality Products

●汚泥、茶葉ガラの再利用

2013 年各工場の廃棄物追跡記録
回数

結果

一般廃棄物

20

20

異常ありません

汚泥

14

14

異常ありません

茶葉ガラ

4

4

異常ありません

合計

38

38

異常ありません
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Sustainable Environment

項目
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Editorial Principles
About this
report

This report is under the main framework of Responsible Management,
Quality Products, Connecting with Community and Sustainable
Management. This report covers Uni-President's efforts in sustainability; as
well, this report provides feedbacks on the major issues. To respond to the
society's expectation on food safety, this report concentrates on our food
health and safety. It also focuses on our efforts on implementing processes
to ensure our consumers are eating and drinking our products with a peace
of mind.

Reporting
Period

Information disclosed within this report primarily covers the period between
2013/1/1 through 2013/12/31. A portion of the information disclosed are
updated to October 2014; all updated information are clearly noted within
the report.

Boundary and
Scope

This report concentrates on our efforts in Taiwan, including five main
plants located in Yongkang, Xinshi, Taichung, Yangmei and Zhongli. In
this reporting period, there were no signiﬁcant changes to the operations,
structure or ownership of Uni-President. There were also no significant
impact from joint ventures and leases. We plan to gradually include our
oversea operations into our CSR reporting, presenting a complete view of
our CSR management.

Data Collection
Process and
Measurement
Method

Data is collected by involving all relevant departments to discuss relevant
data, training, issues and interviews. Uni-President data collected for
economic, social and environment disclosures are in accordance with GRI
standards and speciﬁc indicator requirements. Portion of the indicators are
disclosed for the five year period of 2009~2013 to present Uni-President's
five year efforts. Indicator information are collected, measured and
calculated according to the local regulations. If there are no local regulations,
international standards (such as ISO) are used; if there are no international
standards, industry or applicable standards are used.

Reporting
Principle

This report is compiled in reference to Global Reporting Initiative
Sustainability Reporting Guidelines 3.1. We have obtained third-party
AA1000 assurance of inclusivity, materiality and responsiveness. This
report is aligned with application level A+.

Issue

Uni-President will publish CSR report annually on our Company website
(http://www.uni-president.com.tw)
Current Issue：2014/11/28
Last Issue：2013/8/31

Feedback

Uni-President Enterprises Corp.
Telephone: 886-253-2121
E-mail: public@mail.pec.com.tw
Address: No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 71001,
Taiwan (ROC)

70

GRI 3.1

Indicators

Page

Corresponding section and
explanatory notes

Strategy and Analysis
1.1

Statement from the most senior decision maker

2-3

Chairman's Statement

1.2

Key impacts, risks and opportunities

2-3

Chairman's Statement

Organizational Proﬁle
2.1

Name of the organization

7

Corporate Operating Overview

2.2

Primary brands, products, and/or services

10

Our Products and Services

2.3

Operational structure of the organization

7

Corporate Operating Overview

2.4

Location of headquarters

7

Corporate Operating Overview

2.5

Countries of operation

7

Corporate Operating Overview

2.6

Nature of ownership and legal form

7

Corporate Operating Overview

2.7

Markets served

7

Corporate Operating Overview

2.8

Scale of organization

7

Corporate Operating Overview

2.9

Signiﬁcant changes

7

Corporate Operating Overview

2.10

Awards received

4-5

Summary of 2013 CSR Performance

3.1

Reporting period

70

Editorial Principle

3.2

Reporting period

70

Editorial Principle

3.3

Reporting cycle

70

Editorial Principle

3.4

Contact point on the report

70

Editorial Principle

3.5

Process for determining content

17

Stakeholder Engagement

3.6

Boundary of the report

70

Editorial Principle

3.7

Limitations on scope or boundary of the report

70

Editorial Principle

3.8

Reporting on other entities

70

Editorial Principle

Report Parameters

3.9

Data measurement techniques

70

Editorial Principle

3.10

Explanation of re-statements

－

No re-statements.

3.11

Signiﬁcant changes from previous report

－

This report contains partial
information from 2014, which are
clearly noted within the report.

3.12

Table on standard disclosures

70-75

GRI 3.1 Index

3.13

External assurance

68-69

Assurance Statement of
Independent Opinion

Governance, Commitments, and Engagement
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

Governance Structure
11
Board of Directors
Indicate if Chair of highest governance body is also
11
Board of Directors
executive ofﬁcer
Independent and/or non-executive board members
11
Board of Directors
CSR Governance and
Mechanisms for stakeholders and employees to provide
Management/
recommendations or direction to highest governance
13、47
Non-barrier labor communication
body
Linkage between compensation for members and
12
Remuneration Committee
organizational performance
Conﬂicts of interest
11
Board of Directors
Determining qualiﬁcations and expertise of the highest
11
Board of Directors
governance body
Mission and values statements, codes of conduct and 2-3、14-15 Chairman's Statement/
policies
Operating Strategy
Procedures for overseeing identiﬁcation and management
CSR Governance and
13
of economic, social and environmental performance
Management
Processes for evaluating the performance of the
11
Corporate Governance
highest governance body
Risk Management
Explanation of whether and how precautionary
16
and Principle of Crisis
approach is addressed
Management
Externally developed, economic, environmental and
External Organizations and
19
social charters or principles
Related Advocacies
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GRI 3.1 Index
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4.14

Significant memberships in associations and/or
advocacy organizations
List of stakeholders engaged by organization

4.15
4.16

4.13

4.17
GRI 3.1

17

External Organizations and
Related Advocacies
Stakeholder Engagement

Basis for identiﬁcation and selection of stakeholders to engage

17

Stakeholder Engagement

Stakeholder engagement approaches
Key topics and concerns raised through stakeholder
engagement and response

17

Stakeholder Communication
External Organizations and
Related Advocacies

Indicators

19

18

Corresponding
section and
explanatory notes

Page

Disclosure

Economic Performance Indicators
EC MA
EC1

Management Approach EC

14-15

Direct economic value generated and distributed

9、55

Financial implications and other risks and
opportunities for activities due to climate change
EC3
Coverage of deﬁned beneﬁt plan obligations
Signiﬁcant ﬁnancial assistance received from
EC4
government
Range of ratios of standard entry level wage
EC5 (ADD) compared to local minimum wage at signiﬁcant
locations of operation
Policy, practices, and proportion of spending on locallyEC6
based suppliers at signiﬁcant locations of operation
Procedures for local hiring and proportion
EC7
of senior management hired from the local
community at signiﬁcant locations of operations
Development and impact of infrastructure investments
EC8
and services provided primarily for public beneﬁt
through commercial, in-kind, or pro bono engagement
EC2

45

Operating Strategy
Financial Performance/
Community Involvement
and Participation
Impact of Climate
Change
360° Happy Work Life

9

Financial Performance

Fully

－

-

None

26

Suppliers
Management

Fully

39

Connecting with
Community

Fully

7

Corporate Operating
Overview

Fully

59

Information and
Guidance on Public
Health
Environmental Performance Indicators

EC9 (ADD) Signiﬁcant indirect economic impacts.

EN MA

51、55

Fully
Fully
Fully
Fully

Fully

Management Approach EN

58

Sustainable Environment

Fully

EN1

Materials used by weight or volume

26

Partial

EN2

Percentage of materials used that are recycled
input materials

－

59

Suppliers Management
(materials used are
not disclosed due to
trade secrets)
As food processing industry,
no materials are reused.
Effects of Climate Change

61

Effects of Climate Change

Fully

59

Effects of Climate
Change

Fully

Direct energy consumption by primary energy
source
EN4
Indirect energy consumption by primary source
Energy saved due to conservation and efﬁciency
EN5 (ADD)
improvements
Initiatives to provide energy-efficient or renewable
EN6 (ADD) energy based products and services, and reductions
in energy requirements as a result of these initiatives
EN3

59

Green Product/
Initiatives to reduce indirect energy consumption
EN7 (ADD)
31、32、33 Sustainable
Packaging/ 綠色物流
and reductions achieved
與服務
Water
Resources
EN8
Total water withdrawal by source
63
Management
Water Resources
Management/Our
Signiﬁcant impact of withdrawal of water to
EN9 (ADD)
63
water withdrawal do
water sources
not signiﬁcantly impact
the environment
Percentage and total volume of water recycled
Water Resources
EN10 (ADD)
63
Management
and reused
Our
operations are
Location and size of land owned, leased or managed
not located in areas of
in, or adjacent to, protected areas and areas of high
－
EN11
protected area or areas
biodiversity value outside protected areas
of high biodiversity value.
Description of signiﬁcant impacts of activities,
Our operations are
products, and services on biodiversity in protected
not located in areas of
－
EN12
areas and areas of high biodiversity valve outside
protected area or areas
protected areas
of high biodiversity value.

72

Fully
Fully
Fully

Fully
Fully
Partial

Fully
Fully

Fully

EN13 (ADD) Habitats protected or restored

EN14 (ADD)

－

Strategies, current actions, and future plans for
managing impacts on biodiversity

Number of IUCN Red List species and national
EN15 (ADD) conservation list species with habitats in areas
affected by operations, by level of extinction risk

－

－

EN16

Total direct and indirect greenhouse gas
emissions by weight

59

EN17

Other relevant indirect greenhouse gas
emissions by weight

－

to reduce greenhouse gas emissions
EN18 (ADD) Initiatives
and reductions achieved
EN19

Emissions of ozone-depleting substances by
weight

EN20

NOX, SOX and other signiﬁcant air emissions
by weight
Total water discharge by quality and destination

EN21

Total weight of waste by type and disposal
EN22
method
EN23
Total number and volume of signiﬁcant spills
"""Weight of transported, imported, exported,
or treated waste deemed hazardous under the
EN24 (ADD) terms of the Basel Convention Annex I, II, III,
and VIII, and percentage of transported waste
shipped internationally"""
Identity, size, protected status, and biodiversity
of water bodies and related habitats
EN25 (ADD) value
signiﬁcantly affected by the reporting
organization's discharges of water and runoff

Our operations are
not located in areas
of protected area
or areas of high
biodiversity value.
Our operations are
not located in areas
of protected area
or areas of high
biodiversity value.
Our operations are
not located in areas
of protected area
or areas of high
biodiversity value.
Effects of Climate
Change
Difﬁcult to calculate
Scope 3 emission from
business travels

Fully
Partial
Fully

－

We do not use any
ozone-depleting
substances.

Fully

64

Pollution Prevention

Partial

64

Pollution Prevention

Partial

64

Pollution Prevention

Fully

64

Pollution Prevention

Fully

64

Pollution Prevention

Fully

64

Pollution Prevention

Fully

Fully

Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully

45

360° Happy Work Life

Fully

45

360° Happy Work Life

Fully

49

Comprehensive
Career Planning

Fully

40

Safe and Equal Work
Environment

Fully

40

Safe and Equal Work
Environment

Fully

Safe and Equal
Education, training, counseling, prevention,
Work Environment/
and risk-control programs in place to assist
Comprehensive Career
40、49、51
workforce members, their families, or community
Planning/Information
members regarding serious disease
and Guidance on
Public Health

73

Fully

Energy Conservation

Green Product/
Sustainable
EN26
31、32、33 Packaging/
Green Logistics and
Services
Initiatives to mitigate environmental impacts
Sustainable
EN27
of products and services, and extent of impact
32
Packaging/no
mitigation
domestic law requiring
Monetary value of signiﬁcant ﬁnes and total number
EN28
nonmonetary sanctions for non-compliance with
64
Pollution Prevention
environmental laws and regulations
Signiﬁcant environmental impacts of transporting
and other goods and materials used for
Green Logistics and
EN29 (ADD) products
33
the organization's operations, and transporting
Services
members of the workforce
environmental protection expenditures and
EN30 (ADD) Total
64
Pollution Prevention
investments by type
Labor Practices and Decent Work
Connecting with
LA MA
Management Approach LA
39
Community
Connecting with
Total workforce by employment type,
LA1
39
employment contract, gender, and region
Community
Total
number
and
rate
of
employee
turnover
by
Connecting with
39
LA2
age group, gender, and region
Community

LA8

Fully

61

Initiatives to mitigate environmental impacts
of products and services, and extent of impact
mitigation

LA3 (ADD) Beneﬁts provided to full-time employees
Percentage of employees covered by collective
LA4
bargaining agreements
Minimum notice period(s) regarding signiﬁcant
LA5
operational changes, including whether it is
speciﬁed in collective agreements
Percentage of total workforce represented in
joint management–worker health and
LA6 (ADD) formal
safety committees that help monitor and advise
on occupational health and safety programs
Rates of injury, occupational diseases, lost days,
LA7
and absenteeism, and total number of workrelated fatalities by region

Fully

Fully
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and safety topics covered in formal
LA9 (ADD) Health
agreements with trade unions
Average hours of training per year per employee
LA10
by employee category and gender
Programs for skills management and lifelong
that support the continued employability
LA11 (ADD) learning
of employees and assist them in managing
career endings
of employees receiving regular
LA12 (ADD) Percentage
performance and career development reviews
Composition of governance bodies and
breakdown of employees per category
LA13
according to gender, age group, minority group
membership, and other indicators of diversity
Ratio
of basic salary of men to women by
LA14
employee category
Return to work and retention rates after parental
LA15
leave
Human Right
HR MA
HR1
HR2
HR3
HR4
HR5

HR6

Management Approach HR
Percentage and total number of signiﬁcant
investment agreements that include human
rights clauses or that have undergone human
rights screening
Percentage of signiﬁcant suppliers and
contractors that have undergone screening on
human rights and actions taken
Total hours of employee training on policies and
procedures concerning aspects of human rights
that are relevant to operations, including the
percentage of employees trained
Total number of incidents of discrimination and
actions taken
Operations identiﬁed in which the right to
exercise association and collective bargaining
may be at signiﬁcant risk, and actions taken to
support these rights
Operations identiﬁed as having signiﬁcant risk
for incidents of child labor, and measures taken
to contribute to the elimination of child labor

Operations identiﬁed as having signiﬁcant risk
for incidents of forced or compulsory labor, and
HR7
measures taken to contribute to the elimination
of forced or compulsory labor
HR8 (ADD) Security personnel training regarding human rights
number of incidents of violations involving
HR9 (ADD) Total
rights of local workforce and actions taken
Percentage and total number of operations that
HR10
have been subject to human rights reviews and/
or impact assessments
Number of grievances related to human rights
HR11
ﬁled, addressed and resolved through formal
grievance mechanisms
Society
SO MA

Management Approach SO

Partial

49

Non-barrier labor
communication
Comprehensive
Career Planning

49

Comprehensive
Career Planning

Fully

－

-

None

39

Connecting with
Community

Fully

40
40

Safe and Equal Work
Environment
Safe and Equal Work
Environment

39

Connecting with
Community

Fully

－

No signiﬁcant
investment in the
reporting period.

Fully

26

Suppliers
Management

Fully

49

Comprehensive
Career Planning

Fully

40

Fully

40

Safe and Equal Work
Environment
Safe and Equal Work
Environment/
Suppliers
Management
Safe and Equal Work
Environment/
Suppliers
Management
Safe and Equal Work
Environment/
Suppliers
Management
Suppliers Management
Safe and Equal Work
Environment

40

Safe and Equal Work
Environment

Fully

40

Safe and Equal Work
Environment

Fully

39

Connecting with
Community
Community
Involvement and
Participation
Moral Management

Fully

47

40

26

40
26

SO2

Percentage of operations executing conference
with local communities, risk assessment and
development plans
Analysis the risk of corruption by business units

SO3

Training for anti-corruption

12

SO4

Actions taken in response to incidents of
corruption

－

SO5

Public policy positions and participation in public
policy development and lobbying

51

SO1

55
12

SO6 (ADD) Financial political contributions.

55

Total number of legal actions for anti-competitive
SO7 (ADD) behavior, anti-trust, and monopoly practices and
their outcomes

－

SO8

Punishment and monetary ﬁne for incidents
against regulations

SO9

Operations with signiﬁcant potential or actual
negative impacts on local communities

－

74

39、58

Moral Management
No incidents of
corruption in this
reporting period.
Information and
Guidance on Public
Health
Community Involvement
and Participation
No incidents of anticompetitive behavior,
anti-trust.
No incidents of ﬁnes
against regulations
this reporting period.
Sustainable
Environment/Connecting
with Community

Fully

Partial
Fully

Fully

Fully

Fully
Partial
Fully

Fully
Partial
Partial
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully
Fully

SO10

Prevention and mitigation measures implemented
in operations with signiﬁcant potential or actual
58
negative impacts on local communities
Product Responsibility

PR MA

Management Approach PR
Life cycle stages in which health and safety
impacts of products and services are assessed
PR1
for improvement, and percentage of signiﬁcant
products and services categories subject to
such procedures
Total number of incidents of non-compliance
PR2 (ADD) with regulations and voluntary codes concerning
health and safety

PR3

Type of product and service information
required by procedures, and percentage of
signiﬁcant products and services subject to such
information requirements

Total number of incidents of non-compliance
regulations and voluntary codes concerning
PR4 (ADD) with
product and service information and labeling, by
type of outcomes
Practices related to customer satisfaction,
PR5 (ADD) including results of surveys measuring customer
satisfaction
Programs for adherence to laws, standards,
and voluntary codes related to marketing
PR6
communications, including advertising,
promotion, and sponsorship
Total number of incidents of non-compliance
with regulations and voluntary codes concerning
PR7 (ADD) marketing communications, including
advertising, promotion, and
sponsorship by type of outcomes
Total number of substantiated complaints
PR8 (ADD) regarding breaches of customer privacy and
losses of customer data
Monetary value of signiﬁcant ﬁnes for noncompliance with laws and regulations
PR9
concerning the provision and use of products
and services
Percentage of purchased volume from suppliers
FP1
compliant with company's sourcing policy.
Percentage of purchased volume which is
veriﬁed as being in accordance with credible,
FP2
internationally recognized responsible
production standards, broken down by standard.
Percentage of working time lost due to industrial
FP3
disputes, strikes and/or lock-outs, by country.
Nature, scope and effectiveness of any
programs and practices (in-kind contributions,
volunteer initiatives, knowledge transfer,
partnerships and product development) that
FP4
promote access to healthy lifestyles; the
prevention of chronic disease; access to healthy,
nutritious and affordable food; and improved
welfare for communities in need.
Percentage of production volume manufactured
in sites certiﬁed by an independent third party
FP5
according to internationally recognized food
safety management system standards.
Percentage of total sales volume of consumer
products, by product category, that are lowered
FP6
in saturated fat, trans fats, sodium and added
sugars.
Percentage of total sales volume of consumer
products, by product category, that contain
FP7
increased nutritious ingredients like ﬁber,
vitamins, minerals, phytochemicals or functional
food additives.
FP9~13
Animal Welfare (Not applicable)
Policies and practices on communication to
consumers about ingredients and nutritional
FP8
information beyond legal requirements.
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Sustainable
Environment

Fully

21

Quality Products

Fully

22

Food Safety

Fully

－

No incidents in Taiwan
in 2013.

Fully

－

•Food processing
industry must follow
Act Governing Food
Safety and Sanitation
•Green Product
•Product labeling
follow all required
information

Fully

34

Consumer
Communication

Fully

34

Consumer
Communication

Fully

34

Consumer
Communication

Partial

34

Consumer
Communication

Fully

34

Consumer
Communication

Fully

34

Consumer
Communication

Fully

26

Suppliers
Management
Suppliers
Management/
Sustainable
Packaging
No incidents in Taiwan
in 2013.

Fully

26、32
－

Partial
Fully

51

Information and
Guidance on Public
Health

Fully

22

Food Safety

Fully

29

Health and Nutrition
Ascent

Fully

29

Health and Nutrition
Ascent

Fully

－

-

29

Health and Nutrition
Ascent

Fully

2013 統一企業社会的責任報告書

インデックス

ISO26000 Index
Organizational
governance

Human rights

Labour practices

The environment

Fair operating
practices

Consumer issues

Community
involvement and
development

Core Subjects
System implementation of the objectives and
implementation decisions nowadays

Page

Corresponding Section

11

Corporate Governance

Due diligence

40

Human rights risk situations

40

Avoidance of complicity
Resolving grievances

26
47

Discrimination and vulnerable groups

40

Civil and political rights

40

Economic, social and cultural rights

40

Fundamental principles and rights at work

40

Employment and employment relationships
Conditions of work and social protection
Social dialogue

39
39
47

Health and safety at work

40

Human development and training in the workplace
Prevention of pollution
Sustainable resource use
Climate change mitigation and adaptation
Protection of the environment, biodiversity
and restoration of natural habitats
Anti-corruption
Responsible political involvement
Fair competition
Promoting social responsibility in the value chain
Respect for property rights
Fair marketing, factual and unbiased
information and fair contractual practices
Protecting consumers' health and safety
Sustainable consumption
Consumer service, support, and complaint
and dispute resolution
Consumer data protection and privacy
Access to essential services

39
64
58
59

Safe and Equal Work
Environment
Safe and Equal Work
Environment
Suppliers Management
Non-barrier labor communication
Safe and Equal Work
Environment
Safe and Equal Work
Environment
Safe and Equal Work
Environment
Safe and Equal Work
Environment
Connecting with Community
Connecting with Community
Non-barrier labor communication
Safe and Equal Work
Environment
Connecting with Community
Pollution Prevention
Sustainable Environment
Effects of Climate Change

58

Sustainable Environment

12
12
12
26
12

Moral Management
Moral Management
Moral Management
Suppliers Management
Moral Management

34

Consumer Communication

21
31

Quality Products
Green Product

34

Consumer Communication

34
21

Education and awareness

51

Community involvement

55

Education and culture

51

Employment creation and skills development
Technology development and access
Wealth and income creation

7
28
7

Health

51

Social investment

55

Consumer Communication
Quality Products
Information and Guidance on
Public Health
Community Involvement and
Participation
Information and Guidance on
Public Health
Corporate Operating Overview
Sustainable Agriculture
Corporate Operating Overview
Information and Guidance on
Public Health
Community Involvement and
Participation

United Nations Global Compact Index
Areas
Human
Rights

Labour

Ten Principles

Page

Businesses should support and respect the
protection of internationally proclaimed human rights
make sure that they are not complicit in human
rights abuses.
Businesses should uphold the freedom of association and
the effective recognition of the right to collective bargaining
the elimination of all forms of forced and compulsory
labour

40
26

Suppliers Management

47

Non-barrier labor communication

16

Safe and Equal Work
Environment
Safe and Equal Work
Environment
Safe and Equal Work
Environment
Risk Management and Principle
of Crisis Management

58

Sustainable Environment

62

2013 Energy Conservation
Plans

12

Moral Management

40

the effective abolition of child labour

40

the elimination of discrimination in respect of
employment and occupation
Businesses should support a precautionary
approach to environmental challenges
initiatives to promote greater
Environment undertake
environmental responsibility
encourage the development and diffusion of
environmentally friendly technologies
AntiBusinesses should work against corruption in all its
Corruption forms, including extortion and bribery

40

76

Corresponding section
Safe and Equal Work
Environment

