
株 主 アンケ ート結 果 のご 報 告

第68期株主アンケートでは、1,958名（男性：74%
女性：26%、回答率：33％）のみなさまにご回答いただ
きました。ご協力いただき誠にありがとうございまし
た。みなさまからの貴重なご意見を真摯に受け止め

株主さまからの声

「全天候型試験ラボ」のお客さまからの反応はどうですか？
2021年3月のオープン以降大きな反響があり、自動車や電
子部品など国内外のお客さまより見学・デモ試験の要望を
多数いただいています。ラボによりお客さまの新技術開発
を支援し、先端技術の課題解決に貢
献してまいります。

製品はメーカー各社でどのように使われているのですか？
ホームページの「Close-UP ESPEC」にて、お客さまへのイ
ンタビュー記事として当社製品の納入事例をご紹介してい
ます。ぜひご覧ください。

「高度加速寿命試験装置」とはどのようなものですか？
高温・高湿・高圧力のストレスを電子
部品に与えて寿命を短時間で評価しま
す。半導体やコンデンサなどの開発用
途で海外でも多く使用されています。
2018年にはグッドデザイン賞を受賞
しました。

サステナビリティの取り組みについてもっと知りたい
年1回発行のサステナビリティレポートにて
持続可能な社会・SDGsに関する考え方や活
動をご紹介しています。ぜひご覧ください。

コロナ禍での事業活動や働き方について知りたい
事業活動については特集（p.3-4）でご紹介しています。働き
方については、コロナ前から柔軟な働き方を進めてきまし
たが、コロナ禍ではテレワークの拡大・定着に取り組んでい
ます。社内アンケートを実施し、コミュニケーション上の課
題解決に向けた取り組みも進めています。

株主通信には環境配慮の記載があるが、封筒は再生紙な
どを使用しないのですか？
これまでも環境に配慮した封筒を使用していましたが、環
境への負荷をできるだけ抑えるため、今回よりカーボン・オ
フセット付の封筒へ変更いたしました。

このほか「技術力のある会社だと感じた」「社会になくては
ならない事業だと思う」「コロナ禍で大変だが、頑張ってほし
い」といった温かいお言葉を多数いただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

ワクチン保冷庫の開発・無償貸し出しは素晴らしいですね
ワクチンの円滑な接種を支援するため、2021年4月より自
治体・医療機関への自社製品の無償貸し出しを行い、40台
納入しました（予定台数に達したため6月末に終了）。6月
には新製品を発売するなどワク
チンのコールドチェーンに貢献
する製品・サービスを拡充して
います。▼QRコードから全天候型試験

　ラボの紹介動画をご覧いた
　だけます。

▼QRコードから全天候型試験
　ラボの紹介動画をご覧いた
　だけます。

取引先さま見学取引先さま見学
無償貸し出し先：京都府福知山市様、
兵庫県三田市様、群馬県太田市様など
無償貸し出し先：京都府福知山市様、
兵庫県三田市様、群馬県太田市様など 大阪府羽曳野市様大阪府羽曳野市様

掲載企業例：
株式会社GSユアサ様、株式会社長谷工コーポレーション様、ソニーグ
ローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社様など

今後のIR活動に活かしてまいります。アンケートにつ
いては「結果を詳しく知りたい」とのご要望をいただ
きました。以下のとおり結果をご報告するとともに、
株主さまからの声をご紹介します。

▼QRコードから「Close-Up ESPEC」をご覧いただけます。▼QRコードから「Close-Up ESPEC」をご覧いただけます。

▼QRコードからサステナビリティレポート
　2021をご覧いただけます。

▼QRコードからサステナビリティレポート
　2021をご覧いただけます。
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