
PRTR物質
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。

LCA
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。
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環境報告

環境方針、環境行動計画

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。

エコビジョン2015
（2011年4月策定）

環境方針

環境行動計画

■ 環境行動計画
項目 2015年度目標 2011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

国内グループの環境方針を海外法人において共有化
海外法人のEMSの現状把握
国内グループにおける新環境経営情報システムの運用

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 国内グループのCO2、廃棄物などの環境負荷のコスト換算

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　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）

廃棄物・有価物排出量の削減 2007年度比　原単位　30％減 原単位　0.072トン/百万円（2007年度比26％減）
水使用量の削減 2007年度比　原単位　  8％減 原単位　7.77m3/百万円（2007年度比2.5%増）
PRTR物質*排出量の削減 2007年度比　排出量　80％減 回収装置の再検討
環境配慮製品の開発 LCA*の全社展開 データ取得範囲の決定、必要データの入手

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 化学物質管理体制の検討
化学物質調査およびデータの蓄積

グリーン調達の促進 グリーンサプライヤー制度の拡充 国内関連会社へグリーンサプライヤー制度を展開

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
包装材リユースの検討

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 0.426kL/億円（2007年度比4％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 海外法人の法令遵守状況開示
海外製造法人のマテリアルデータ入手

コミュニケーションの充実 地域等との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 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
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
海外法人における環境教育の実施状況の把握

Voice

　2010年度で「エコビジョン2010」の目標期間を終
えました。7年間の取り組みの結果を真摯に受け止め、
達成・未達成の理由を確認しました。そのうえで、
2011年度以降の環境活動の方向性を示すものとし
て、「環境方針」と「環境行動計画」から成る「エコビジョ
ン2015」を策定しました。
　環境行動計画では2015年度の目標を16項目設定
していますが、この中で、私は特にグローバルでの活
動推進を重要と認識しています。
　当社の海外法人はそれぞれに環境活動を行ってい
ますが、環境面でも真のグローバル企業になるために
は、各社が同じ考えのもとで取り組
むことが大切です。そのために、ま
ずは環境方針の共有化を行います。

取締役　濱田 隆男

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。



リサイクル残
ざん

渣
さ

廃棄物処理業者におい
て廃棄物をリサイクル処
理した後に残るもので、最
終処分（埋立）されるもの。

VOC
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。

LCA
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。
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オール日特エコビジョン2010の結果

達成：○　未達成：×

項目 2010年度目標 結果 評価 ページ

マネジメント

環境
マネジメント
システム

国内営業所において環境教育を実
施する

国内営業所において環境教育を実
施できなかった ×

―
EMSとQMSの文書類の統合を推進
する

検討は行ったが、文書類の統合に至
らなかった ×

環境影響評価の仕組みを改善する
環境影響評価をスコアリング方式か
らフロー方式に変更し、取り組むべ
き課題を明確にした

○

環境経営

取り組み組織の環境データの集約･
管理方法を改善する

環境経営情報システムを導入し、環
境データの集約・管理方法を改善し
た

○ ―

著しい環境側面（緊急事態）の改善およ
び緊急事態への対応
[環境事故ゼロ]

定期的に緊急事態対応訓練を実施
し、事故の未然防止、発生した場合
の被害の最小化に努めた

○ 35

ファクトリー
／オフィス 

温暖化防止 グループCO2総排出量
17.6万トン以下

グループCO2総排出量
18.8万トン × 37

資源の
有効利用

＜削減目標＞
グループ水削減量　9,755m3

＜削減実績＞
グループ水削減量　46,075m3 ○ 40

＜削減目標＞
グループ廃棄物削減量　794トン

＜削減実績＞
グループ廃棄物削減量　678トン × 39

環境負荷の少ない処理方法を採用
する

委託先をリサイクル残渣*の少ない
業者へ変更した ○ ―

環境負荷物質 VOC*の排出抑制（回収等）を推進
する

VOC回収装置の検討を行ったが、
導入に至らなかった × 41

プロダクツ
エコデザイン 製品アセスメントへLCA*手法を導

入する 一部製品でLCAを実施した × 43

物流 製品･廃棄物の効率的な輸送を行う
貨物輸送量　前年度比1％削減

貨物輸送量：44,305千トンキロ
 前年度比15％増 × 38

コミュニ
ケーション 自然環境 環境イベント等へ継続して参加する 各工場・関係会社で自治体主催の

環境イベント、清掃活動に参加した ○ 44

マインド 教育･啓蒙 環境教育を継続する 環境教育を継続して実施した ○ 34

【 CO2の目標 】
　2006年度から「削減目標」を設定して取り組
んできましたが、2009年度より総排出量を目標
に設定しています。

【 廃棄物、水の目標 】
　2006年度から「削減目標」を設定しています。
削減目標とは、対策案件を履行することによる
「削減量」を目標値とする考え方です。生産変動

の影響を受けにくい形で目標の達成度を評価で
きるため、取り組みの成果が見えやすい利点が
あります。

■ CO2、廃棄物、水の単年度目標について

■ 2010年度目標の結果

　「オール日特エコビジョン2010」は、当社グルー
プの環境活動に対する2010年のあるべき姿を示
すものとして、2004年に制定したビジョンです。こ
の達成を目指し、毎年目標を設定して環境活動の
取り組みを進め、2011年3月をもって目標期間が
終了しました。

　2010年度目標の結果、および「オール日特エコ
ビジョン2010」の結果は表の通りです。これらの結
果を受け止めるとともに7年間の取り組みを振り返
り、2015年のあるべき姿を示すものとして、2011
年に「エコビジョン2015」（p.30）を策定しました。



MFCA（マテリアルフ
ローコスト会計）
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。

PRTR物質
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。

MSDS
化学物質安全性データ
シート。化学物質の有害
性、取り扱い上の注意な
どを記載した文書。

カラーユニバーサル
デザイン
多様な色覚を持つ人に
配慮して、できるだけ多
くの人に情報が正確に伝
わるように作ったデザイ
ンのこと。本報告書では、
文字の色、図やグラフの
配色・線種・塗り分けなど
で配慮している。
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達成：○　未達成：×

項目 エコビジョン エコビジョンの結果 評価 ページ

マネジメント

環境
マネジメント
システム

海外を含む連結対象会社による
環境方針の共有化

海外製造法人13社中8社が国内グ
ループ方針と同一もしくは上位方針
と位置付けているが、全社の共有化
は図れなかった

× ―

トータルマネジメントシステム構築
（QMS・EMS・OSHMS）

一部の地区で、QMSとEMSの文書類
の統合と複合監査を実施したが、グル
ープ全体での実施には至らなかった

× ―

環境経営

環境経営情報管理の一元化 環境経営情報システムを導入し、環境
データの集約・管理方法を改善した ○ ―

CSR経営の推進
定期的に緊急事態対応訓練を実施
し、事故の未然防止、発生した場合
の被害の最小化に努めた

○ 35

環境会計 環境会計と（経理）管理会計の統合 ツールの一つとしてMFCA*を検討した
が、実施に至らなかった × ―

ファクトリー
／オフィス

温暖化防止 国内温室効果ガス総排出量
15万トン以下（2001年度比▲10％）

CO2排出量を15万トン以下に削減
できなかった × 37

資源の
有効利用

水資源の有効利用
水使用量を削減した　
2010年度
187万m3（2003年度比▲3％）

○ 40

EPR（拡大生産者責任）の遂行
一部の製品において使用後のリサ
イクルを検討したが、技術上の課題
があり、実現には至らなかった

× ―

廃棄物排出量の削減
廃棄物排出量を削減した　
2010年度
16,819トン（2003年度比▲2％）

○ 39

廃棄物による環境負荷の低減 環境負荷の少ない処理方法の採用
が進んだ ○ ―

環境負荷物質

PRTR*対象物質総排出量36トン
（2002年度比▲80％）

排出量を36トン以下にできなかった
2010年度
141トン（2002年度比▲20％）

× 41

プロダクツ

環境負荷物質の管理 MSDS*の統一管理を実施した
（単独） ○ ―

エコデザイン 環境に配慮した設計・製品づくり 製品アセスメントへLCA手法を導入
できなかった × 43

グリーン調達 全取引先のグリーンサプライヤー制度
認証登録

グリーンサプライヤーとして取引先
270社を認定した ○ 42

物流 効率的な物流システムの構築
エネルギー原単位が悪化した　
2010年度
0.451kL/億円　（2006年度比 3.7％増）

× 38

エコビジネス エコビジネスの開発 環境分析業務の事業化を検討し、環
境計量士の養成を行った ○ ―

コミュニ
ケーション

ディスク
ロージャー

わかりやすい環境情報の開示
グラフの多用、カラーユニバーサルデザ
イン*への配慮などで、アンケート調査
結果で「わかりやすい」が80％となった

○ ―

CSRレポートの継続発行 環境社会報告書を継続発行し、社会
面の充実を図った ○ 44

コミュニティー NGO、NPO活動への支援・参加 NPO法人に寄付をし、植樹を行った ○ 44

自然環境 自然保護と社会貢献の推進 各工場・関係会社で自治体主催の環
境イベント、清掃活動へ参加した ○ 44

マインド 教育･啓蒙

エコマインドに溢れる従業員の育成 環境の階層別教育
（3年目、新任係長）を新設した ○ 34

職務評価へ環境業績の反映
従業員の業務における環境活動へ
の貢献度を評価する仕組みを検討
したが、実施に至らなかった

× ―

■ オール日特エコビジョン2010の結果



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Web Coated \050Ad\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 144
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF00770065006263b28f097528>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Web Coated \(Ad\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




