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2007年12月の
株主様アンケートのご報告

環境ビジョン2050と、
環境調和型製品について

特集

2008年増刊号株主通信

株主のみなさまへ

株主のみなさまと東芝をつなぐ情報誌

株主のみなさまにおかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素のご支援、ご愛顧に対し厚く御礼申し上げます。

株主総会には多数の株主様にご出席いただき、誠にありがとうございました。
すでに夏号でご案内のとおり、株主のみなさまとのコミュニケーションを深めるため、今年度から株主総会
決議通知に株主通信の増刊号を同封し、年5回発行いたします。本号では、昨年12月にご協力をお願い
しました株主様アンケートの結果について、頂戴しました貴重なご意見と共にそれらを反映させた施策を
ご報告させていただきます。
さて、今年も、温室効果ガス削減のために夏のエアコンの温度を28℃に設定する「クールビズ」実施期間
（6月1日から9月30日まで）となりました。東芝でも、この運動に賛同し、グループ全体で省エネに努めており
ます。本号では「環境ビジョン2050」を始め、東芝の環境への取り組みと新技術についてもご紹介いたし
ますので、決算報告とは違う側面から東芝についてのご理解を深めていただければ幸いです。

代表執行役社長

あつ とし
東芝グループはチーム・

マイナス6％に参加しています。



株主様アンケート集計結果 男女比実施期間 回答者2007年12月3日～31日 59,932人（回答率 約20％） 7：3
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東芝の方針
当社では、中長期的な成長のための戦略的投資等を勘案しつつ、連結配当性
向30％程度を目標とし、配当の継続的な増加を目指しています。

東芝の方針
当社株式については、毎日の証券取引所出来高に鑑みると流動性は十分に確
保されていると思われ、個人株主の比率も議決権ベースで25％を超えています。
以上のような状況を考慮すると、現時点において投資単位の引下げを行う必要は
ないものと考えています。
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回答を加重平均でまとめた結果



・株主通信は、大変分かりやすく経営状況が分かる。
もう少し、発行回数を増やしてもいいと思う。

・株主通信になってから社長の写真が載った。会社に親し
みを感じて少しずつ、株を買い増そうと思った。

・社会貢献活動の詳細をもっとPRしてください。
・森林育成などの自然環境保全にもっと力を入れてほしい。

・株主総会は以前のように本社で実施願いたい。

・株主通信が簡潔で読みやすかったので、これを見てホーム
ページでもっと詳しく会社内容を見てみようと思った。

・リスク情報についても迅速・的確に開示してほしい。

事業戦略について

・ウェスチングハウス社買収はたいした決断、原子力事業も
安心。

・幅広いエレクトロニクスの総合メーカーとしてのパワーを結集
して、次世代の新分野を早急に開拓してほしい。

・半導体のリーディングカンパニーとして事業を継続していっ
てほしい。

・家電ショップの店員さんが一番に東芝製品を薦めるよう
になってほしい。

・グローバル企業として品格を保ち、常に最先端を意識した
経営で他社をリードしていってほしい。

・環境事業および他社との技術提携などを進めて業界をリー
ドしてほしい。

・最近の積極政策が順調に進んでいるようで、好ましく思う。

・現経営方針で緻密に、大胆に積み上げながら突進して
ください。

経営について

・アンケートを年１度行ったら良いと思う。
・アンケートはインターネットでできるようにしてください。

東芝グループは、創業150周年を迎える
2025年に向け、世界で150万本規模
の森林整備に取り組んでいます。
昨年度は、東京都、京都府、静岡県、大
分県等の自治体等と協定を締結。海外
では、中国、フィリピン、インド、ケニア、パ
ラグアイでNGOの活動を支援していま
す。活動を開始した2005年からの累計
植林本数は約34万本で、目標の早期
達成を目指しています。地球温暖化防
止や生物多様性の保全のため、植林や
森林整備だけでなく、自然観察指導員
講習会や講演会を通じた、自然を愛する
人づくりにも力を入れています。

東芝グループ
150万本の森づくり

情報開示および株主通信について
施　策

お寄せいただいたご意見6

証券取引所への適時開示やホームページでの迅速な
情報開示を実施しています。ホームページ上の「株主通
信夏号」では、関連ページにリンクを張りました。

例えば、「東芝グループ150万本の森づくり」（右上欄参
照）に注力しています。

＊企業の社会的責任CSR＊の取り組み

東京都青梅市御岳地区で、東芝グループ従業員
によるボランティアで植林(1,500本)を実施

アンケートなどでの増刊要請を受けて年5回発行を決定し、増刊号は、株主総会の決議通知に同封するこ
とにしました。また、東芝の株式についての「はてな」をご説明するコーナー「はてな6502」を新設しました。

株主様アンケートは、今後も定期的に実施する予定です。
個別のテーマについてのアンケートは、これまでも、IRホームページで実施しています。現在、
「経営戦略・中期計画に関するアンケート」を7月4日まで実施中です。ぜひ、ご協力をお願いいたします。

株主総会へのご出席者の増加に伴い、収容人数、安全を確保すると共に、株主様とのコミュニケーシ
ョンの充実を図るため、外部の施設を使うことになりました。みなさまのご理解をお願いいたします。



〒105-8001　東京都港区芝浦一丁目1番1号
（東芝ビルディング）
ＴＥＬ　（03）3457-4511（代表）

株式事務についてのご案内

取次所 中央三井信託銀行株式会社
全国各支店
日本証券代行株式会社
本店及び全国各支店

株主名簿
管理人

東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

住所変更、名義書換請求、単元未満株式買取請求、単
元未満株式買増請求、配当金振込指定に必要な各用
紙のご請求につきましては、株主名簿管理人のフリーダ
イヤル及びインターネットのホームページで24時間受け
付けております。

http://www.chuomitsui.co.jp/
person/p_06.html

ホームページ
アドレス

TEL

書面でのご意見・資料請求は下記住所の
株式会社東芝　広報室あてにお送りください。

この印刷物は、
環境に配慮し、
「ＦＳＣ認証紙」
と「植物性大豆
油インキ」を使
用しております。

※本株主通信に記載されている事項には、将来についての計画や予想
に関する記述が含まれています。実際が当社の予想と大きく異なること
がありますことをご承知おきください。

東芝グループでは、「地球と調和した人類の
豊かな生活」を、2050年までに実現すべき、
“あるべき姿”と考え、「環境ビジョン2050」を
策定しました。エネルギー機器メーカーとして
エネルギーの安定供給と地球温暖化防止
の両立を図る「エネルギー」と、豊かな価値を
創造しながら地球との共生の両立を図る
「エコプロダクツ」のアプローチ（視点）。加え
て、事業プロセス（ものづくりの過程）全体で
環境負荷低減に取り組む「エコプロセス」
や、幅広く環境問題に取り組む「エコプログ
ラム」といったアクション（活動）。これらのア
プローチとアクションにより「環境ビジョン
2050」の実現を目指し、地球内企業として
環境経営を推進していきます。

ＳＣｉＢTMセル

電気自動車

環境ビジョン2050

東芝は優れた安全
性と急速な充電、
長寿命等の特長を
兼ね備えた新型二
次電池ＳＣｉＢTMを
商品化しました。
ＳＣｉＢTMは当社が開発した新材料の採用に
より破裂、発火の可能性が極めて低く、高い
安全性を備えた電池です。
また、わずか5分間での急速充電が可能
で、放充電を5,000回以上繰り返しても性
能劣化はわずかです。
長寿命なＳＣｉＢTMを用いることで廃電池の
削減が見込まれ、環境負荷の低減にも寄与
できます。
これらの特長を生かし、電動自転車や、自動
搬送車などの産業用機器に加え、将来の電
気自動車等、様々な環境調和型製品への
利用が期待されています。

新型二次電池「ＳＣｉＢTM」

風
力
発
電電動

自転車

2つのアクション

エコプロセス

エコプログラム

エネルギー

エコプロダクツ

実現に向けた
2つのアプローチ

価値と環境を総合的に
評価するファクターの考
え方でエコプロダクツを
創出

エネルギーのベストミック
スによる安定供給と地
球温暖化防止の両立

コミュニケーションとソリ
ューションを軸に活動を
展開

事業・生産に伴う環境
負荷を最小化

2050年のあるべき姿
地球と調和した人類の豊かな生活

環境ビジョン2050の概要

検討中の用途

電動バイク

事務取扱所 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社
証券代行部
東芝専用ダイヤル（5月末から開設）
     0120-78-6502

     0120-87-2031


