
環境経営

基本的な考え方

　環境問題は人類共通の課題です。そのため当社グループは、事
業に伴う環境負荷を可能な限り抑制すること、環境改善に寄与す
る製品・技術を開発して提供することに、総員参加で取り組みます。
　また、地域社会をはじめとするステークホルダーの皆さま
とのコミュニケーションを深め、ともに持続可能な社会の構築
に寄与するよう努めます。

環境方針
私たちは、持続可能な社会の構築に寄与するため、総
員参加のもと、すべての事業活動を通じて、環境保全
活動を積極的に推進します。　

行動指針

●	環境経営：環境保全に関する法律･条例･協定、および、自主
基準を遵守し、環境汚染を防止するとともに、グローバルな
視点で環境管理システムおよび環境パフォーマンスの継続
的な改善を図ることにより、環境保全と企業成長の両立を
目指します。

●	事業活動：原材料調達から製品廃棄までの製品ライフサイ
クル全体を通して、地球温暖化防止、資源循環促進、生物多
様性保全に貢献できるよう、環境に配慮した事業活動を推
進します。

●	社会連携：情報開示とコミュニケーションの充実を図り、ス
テークホルダーからの信頼を高めるとともに、社会との連
携を深めます。また、全従業員が積極的に環境保全活動に
取り組むよう、環境意識の向上を図ります。

■ 環境行動計画
項目 2015年度目標 2012年度目標

環境経営
グローバルで統一した活動の推進 グローバルエコビジョンを策定する 海外工場のEMSの状況分析

環境データの信頼性を高めるため環境データを収集するための基準作成
企業経営につながる環境活動の促進 エネルギーや廃棄物のコストを見える化して、削減取り

組みの促進につなげる仕組みを作る マテリアルフローコスト会計の適用方法検討

事業活動

CO2排出量の削減 2007年度比　排出量　10％減
　　　　　　		原単位　		8％減

排出量：187,935トン（2007年度比10%減）
原単位：0.748トン/百万円（2007年度比5.6%減）

廃棄物・有価物排出量の削減 2007年度比　原単位　30％減 原単位：0.070トン/百万円（2007年度比28.6%減）
水使用量の削減 2007年度比　原単位　		8％減 原単位：8.30m3/百万円（2007年度比9.5%増）
PRTR物質排出量の削減 2007年度比　排出量　80％減 VOC回収装置の機種再検討
環境配慮製品の開発 LCAの全社展開 モデル製品のLCA実施
化学物質管理の強化 サプライチェーンを含めた化学物質管理体制の構築 化学物質管理ソフトの導入

グリーン調達の促進 グリーンサプライヤー制度の拡充
・国内関連会社独自仕入先の調査実施
・国内関連会社独自仕入先の認定審査実施
・2009年度に認定した仕入先の更新審査実施

使用済み製品のリサイクル 製品・包装材のリサイクル技術の確立 製品リサイクル技術の検討
包装材リユースの実施

物流によるCO2排出量の削減 国内物流エネルギー　2007年度比　原単位　8％減 国内グループ　原単位0.422kL/億円（2007年度比5%減）
環境に配慮した営業活動 環境に配慮した営業活動の促進 環境に配慮した販売戦略の立案

製品の環境性能のPRを充実

社会連携

情報開示の充実 グローバルな環境情報の開示の充実
海外工場の法令遵守状況開示
・海外工場のマテリアルデータ（原材料･部品購入量）入手　
・グローバルマテリアルバランスの開示

コミュニケーションの充実 地域等コミュニケーションの充実
環境大会を継続実施
ステークホルダーの工場見学受け入れ
EPOC海外交流分科会に継続参加

社会貢献の充実 地域社会貢献活動の充実
・工場周辺清掃の継続実施
・工場周辺美化活動の充実
・社外の各種環境活動への参加

生物多様性保全活動の充実 生物多様性保全活動の充実 里山保全活動の調査およびNPO/NGO、行政との協働
環境意識の向上 環境教育の充実 国内グループの階層別教育の充実

海外工場用の教育資料作成

　昨年、2015年の環境に関するあるべき姿を示す「エコビジョン
2015」を策定しました。2011年度は変化が大きい年でしたが、気候変
動（地球温暖化）が地球規模の課題であることに変わりはないことから、
当社はCO2排出量の削減に重点を置いた取り組みを行っています。
　今後は、サプライチェーンを含めたCO2排出
量管理を視野に入れながら、グループ全社が一
丸となって削減活動を継続することで、持続可
能な社会への貢献を目指します。

VOICEVOICEVOICE

取締役専務執行役員
中央環境委員長　大島	崇文

2011年度のトピックス ●「エコビジョン2015」に対する初年度活動を実施しました。
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LCA
用語解説
ライフサイクルアセスメント。原料の採取、製造、流通、廃棄・リサイクルなど、製品のライフサイクル全体における環境影響を定量的、客観的に評価する手法。

PRTR物質
用語解説
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律で指定された化学物質のこと。この法律には、環境への排出量などを把握して届出を行う制度が規定されている。

VOC
用語解説
揮発性のある有機化合物の総称。大気汚染物質である光化学オキシダントや浮遊粒子状物質の発生原因となる。

生物多様性
用語解説
生態系、生物種、遺伝子が多様であること、および、それらが維持されていること。

マテリアルフローコスト会計
用語解説
Material Flow Cost Accountingを略してMFCAという。製造プロセスにおける資源やエネルギーのロス（不良品など）に投入した材料費、加工費、減価償却費などを把握し、コスト評価する手法のこと。

地球温暖化
用語解説
大気中に熱を閉じ込め地表を温める効果のあるガス（温室効果ガス）が増加したことにより、地球の平均気温が上昇している現象。



　「エコビジョン2015」は、当社グループの環境活動に対す
る2015年のあるべき姿を示すものとして、2011年に制定し
たビジョンです。エコビジョン2015の実現を目指し、毎年目
標を設定して環境活動を行っています。活動初年度となる
2011年度目標と結果は表の通りです。

　2011年度は、グローバルに環境方針の共有化を進めまし
た。また、CO2排出量の削減については、総量では目標を達成
しましたが、原単位では達成することができませんでした。
2012年度も継続して活動し、目標の達成に努めます。

2011年度目標と結果

■ 2011年度目標と結果
項目 2011年度目標 結果 評価

環境経営
グローバルで統一した活動の推進

国内グループの環境方針を
海外法人において共有化

国内グループの環境方針を、海外法人各社の
環境方針の上位に位置づけるよう要請した ○

海外法人のEMSの現状把握 海外製造法人に対してアンケート調査を実施した ○
国内グループにおける
新環境経営情報システムの運用 新環境経営情報システムの運用を開始した ○

企業経営につながる環境活動の促進 国内グループのCO2、
廃棄物などの環境負荷のコスト換算

CO2はコスト換算を実施したが、
廃棄物はコスト換算を実施できなかった ×

事業活動

CO2排出量の削減 排出量：186,725トン（2007年度比11%減）
原単位：0.780トン/百万円（2007年度比10%増）

排出量：177,435トン（2007年度比15%減）
原単位：0.789トン/百万円（2007年度比11%増） ×

廃棄物・有価物排出量の削減 原単位：0.072トン/百万円（2007年度比26%減） 原単位：0.067トン/百万円（2007年度比32%減） ○
水使用量の削減 原単位：7.77㎥/百万円（2007年度比2.5%増） 原単位：7.52㎥/百万円（2007年度比0.8%減） ○
PRTR物質排出量の削減 回収装置の再検討 検討したが、能力等の課題があり、導入に至らなかった ×

環境配慮製品の開発 データ取得範囲の決定、必要データの入手 全事業部において、データ取得範囲を決定し、
データ収集を開始した ○

化学物質管理の強化
化学物質管理体制の検討 ワーキンググループを立ち上げて、

管理システムに必要な事項を検討した ○

化学物質調査およびデータの蓄積 市販ソフトの利用を決定し、
事前のデータ蓄積は中止した ○

グリーン調達の促進 国内関連会社へグリーンサプライヤー制度を展開
・7社にグリーンサプライヤー制度を説明した
・「グリーン調達ガイドライン」を、
	グループとしての指針に改訂した

○

使用済み製品のリサイクル 製品リサイクル技術の検討 技術の確立には至らなかった ×
包装材リユースの検討 包装材回収のシステム化を検討した ○

物流によるCO2排出量の削減 0.426kL/億円（2007年度比4％減） 0.459kL/億円（2007年度比3.4％減） ×

環境に配慮した営業活動 環境に配慮した販売戦略の立案 環境配慮製品の拡販を実施した ○
製品の環境性能のPRを充実 展示会、カタログで環境配慮製品のPRを実施した ○

社会連携

情報開示の充実
海外法人の法令遵守状況開示 海外製造法人の法令遵守状況を調査したが、

検証が遅れ、開示に至らなかった ×

海外製造法人のマテリアルデータ入手 海外製造法人のマテリアルデータを入手したが、
一部の調査項目に不備があり、集計できなかった ×

コミュニケーションの充実

環境大会を継続実施 8サイトにて、実施した ○

ステークホルダーの工場見学受け入れ 5サイトにて、ステークホルダーの
工場見学を受け入れた ○

EPOC海外交流分科会に継続参加 EPOC海外交流分科会に継続参加した ○

社会貢献の充実 ・工場周辺清掃の継続実施
・社外の各種環境活動への参加

各工場・関係会社で自治体主催の環境活動、
清掃活動に参加した ○

生物多様性保全活動の充実
生物多様性に関する指針策定 グループの生物多様性行動指針を策定した ○
里山保全活動の調査およびNPO/NGO、
行政との協働

生物多様性についての従業員への啓蒙を優先した。
里山保全活動の調査は続行する ×

環境意識の向上
国内グループの階層別教育の充実 階層別教育のニーズを調査し、体系化した ○

海外法人における環境教育の実施状況の把握 アンケート調査により海外工場の環境教育の実施
状況を把握した ○

環境経営 
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　環境保全活動を体系的、効果的に進めるため、グループ共
通の環境方針のもとで環境マネジメントシステムを構築し、エ
コビジョンの実現を目指して総員参加で活動しています。
　システムの運用状況を内部監査で確認するとともに、中央
および地区環境委員会にて、グループ・事業部・地区・部門部
署の目標の進捗や課題の確認を行い、継続的改善を図ってい
ます。
　2011年度は組織の見直しを行い、強まる化学物質規制に
確実に対応するため、化学物質専門部会とグリーン調達専門
部会を統合して化学物質管理専門部会としました。また、物流
分野での環境取り組みを強化するため、物流専門部会を設置
し、活動を開始しました。

　当社グループは、当社および国内関係会社10社で、
ISO14001のグループ統合認証を取得しています。
　海外法人については個別にISO14001の認証取得を進め
ており、2011年度末でISO14001の認証を取得した海外法

人は13社になりました。また、海外を含めたグループでの認
証取得率は、従業員割合で98％となりました。現在さらなる
海外法人での認証取得を目指しています。

　従業員の環境に対する意識と知識の向上を目的に、階層別
の環境教育を実施しています。
　その他にも、「環境カード」による環境方針の周知、社内報な
どによる環境情報の提供、環境・安全衛生ホームページによる
事例提供などを行っています。また、2011年度に各地区で開
催した安全衛生・環境大会では、パネルやサンプルの展示な
どを行い、大勢の従業員が参加しました。

推進体制

環境マネジメントシステムの構築状況

環境教育

中央環境委員会内部監査

環境カード 安全衛生・環境大会

環
境
内
部
監
査
員

環
境
I
S
O
事
務
局

社長

環境統括責任者

中央環境委員長 中央環境委員会

中央環境管理責任者

中央省エネ専門委員会

廃棄物専門部会

化学物質管理専門部会

物流専門部会

省エネ専門委員会環境委員会

廃棄物専門部会

※各地区とは、本社地区、小牧地区、宮之城地区、
　伊勢地区、関係会社を示します。

各地区

環境経営 

■	環境推進組織

詳細

詳細
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http://www.ngkntk.co.jp/csr/pdf/2012_detail_01.pdf
http://www.ngkntk.co.jp/csr/pdf/2012_detail_02.pdf
ISO14001
用語解説
環境マネジメントシステムに関する国際規格。本規格に沿ったシステムを構築した事業所は、外部機関から認証を受けることができる。



■ 環境保全効果額（単独）
効果の内容 金額

収益
事業活動で生じた廃棄物のリサイクル、
または使用済みの製品等のリサイクルによる
事業収入

203 

費用節減

省エネルギーによるエネルギー費の節約 116 
節水による水道水の節約 4 
省資源、またはリサイクルに伴う
廃棄物処理費の節減 8 

合計 331 

　環境経営の推進にあたって、環境保全活動に必要な費用と
その効果を把握することが重要です。当社は1999年に環境
会計を導入し、2003年から対象範囲をグループに拡大し、活
用を図ってきました。
　2011年度の環境保全コストは、単独で9,226百万円、グル
ープで10,019百万円となり、前年度比14％増でした。また、
環境保全効果額は、単独で331百万円でした。

　環境効率として、CO2排出量および廃棄物排出量の１単位
あたりの売上高を算出し、その向上を図っています。
　2011年度は、CO2指標、廃棄物指標とも前年度に比べて
上昇しました。CO2については夏場の節電対策により効率が
アップしました。

環境会計

エコ･エフィシェンシー（環境効率）

　環境保全コストは、環境省ガイドラインに準拠して分類し、直接的
な設備投資と費用の実績を基に当社グループのルールを策定して、
按分方式で算出しています。2011年度から、より正確なデータを集
計するため、従来の12ヵ月換算から正味換算での集計方法に変更し
ております。

算出の考え方

（百万円）

■ 環境保全コストと保全効果額（単独）

■ 環境保全コスト（グループ）
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■ エコ・エフィシェンシー（国内グループ）
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http://www.ngkntk.co.jp/csr/pdf/2012_detail_03.pdf
エコ・エフィシェンシー
用語解説
事業活動に伴う環境負荷に対して創出される経済価値の割合を示す指標。数値が大きいほど好ましい。
［エコ・エフィシェンシー＝売上高／環境負荷］
※基幹システムの変更により、分子を付加価値生産額から売上高に変更しました。




