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６．今後の対応 

DPE は、訴状の内容を精査したうえで、適切に対処してゆく所存です。 

  なお、DPE は、法令上のクロロプレンモノマーの排出基準を遵守して操業しているほか、同

物質の大幅な排出削減を実施いたしました。加えて、DPE は、米国環境保護庁による同物質に

対する毒性評価の見直しを同庁に求め、DPE が提出した評価手法を同庁が受入れ、検証される

見込みです。その他、現時点で同社の操業において本件訴訟およびこれに関連する訴訟による

特段の影響は生じておりません。また、これらの訴訟が当社連結業績に与える影響につきまし

ては現時点では不明です。今後の精査により開示すべき事項が発生した場合は、速やかに公表

いたします。 

 

DPE における環境対応に関しましては、当社ホームページ（https://www.denka.co.jp/）に掲

載中の以下のステートメントもご参照ください 

 ①「当社米国子会社における環境負荷低減の取り組みについて」（2019 年 6 月 19 日掲載） 

 ②「アメリカ環境保護庁におけるクロロプレンモノマー毒性評価の見直しについて」 

                              （2020 年 2 月 14 日掲載） 
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