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国内営業所の
マテリアルバランス

CO2の算出に
用いた係数
日本自動車部品工業会
（2001年）

CO2換算係数
購入電力 0.33㎏-CO2/kWh
都市ガス 2.558㎏-CO2/㎥
LPG 3.007㎏-CO2/㎏
A重油 2.712㎏-CO2/L

事業者からの温室効果
ガス排出量算定方法
ガイドライン

CO2換算係数
ガソリン 2.32㎏-CO2/L
軽油 2.62㎏-CO2/L

排出量の算出
排水の量水器を設置し
ていない事業所は、上水
と井水の使用量の合計
を排水量としました。
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環境報告

マテリアルバランス　※日本特殊陶業グループ（p.29）に、国内営業所を加えた実績を示しています。

事業による環境負荷

INPUT OUTPUT

■ 製品
■製品：荷主としての製品出荷量
　※2006年度より集計方法を変更しました

製品  45,403 トン

■ 容器包装材料
■プラスチック類、紙類、ダンボール
 ：各出荷部署の使用量（推定）

プラスチック類  770 トン
紙類  1,931 トン
ダンボール  1,770 トン

■ CO2排出量
■輸送：軽油等の使用によって発生する
 CO2排出量（外部委託を含む）

輸送  2,775 トン
※工場間輸送を含む

■ エネルギー
■軽油、B・C重油、ジェット燃料油
 ：貨物自動車、船舶、航空機による
 　輸送での使用量（外部委託を含む）

軽油  1,003 kL
B・C重油  1,761 GJ
ジェット燃料油  930 GJ

■ 廃棄物
■リサイクル
 ：リサイクルを委託した量
 　（売却品を含む）
■埋立・焼却
 ：埋立・焼却処理を委託した量

リサイクル  16,680 トン
埋立・焼却  144 トン

■ 化学物質（PRTR）
■大気、水域
 ：各地区で届出した物質による大気、
 　水域への排出量

大気  141 トン
水域  0.5 トン

■ CO2排出量
■オフィス・工場、試験、移動
 ：電気、都市ガス等の使用によって
 　発生するCO2排出量

オフィス・工場  187,659 トン
試験  1,541 トン
移動  516 トン

■ 大気
■SOx：燃焼設備等からの排出量

SOx  0 トン

■ 排水
■排水：下水道、公共用水域への排水量
■蒸発、その他
 ：冷却水の蒸発等、排水以外の量

排水  1,362,672 m3

蒸発、その他  509,137 m3

■ 原材料、補助材料
■セラミック材料、金属材料：購入量
■リユース素地
 ：再使用したセラミック材料の量
■プラスチック材料、化学物質、油類、紙類、
　その他材料、その他ガス
 ：各部署の使用量（推定）

セラミック材料  18,813 トン
金属材料  26,106 トン
リユース素地  13,071 トン
プラスチック材料  2,591 トン
化学物質  9,092 トン
油類  511 トン
紙類  3,764 トン
その他材料  691 トン
その他ガス  9,866 トン

■ エネルギー
■購入電力、都市ガス、A重油、灯油
 ：オフィス・工場での使用量
■自然エネルギー
 ：太陽光発電・小型水力発電による
 　発電量
■ガソリン：試験、移動での使用量
■LPG、軽油
 ：オフィス・工場、試験、移動での使用量

購入電力  36,992 万kWh
自然エネルギー  21 万kWh
都市ガス  1,621 万m3

LPG  8,015 トン
A重油  0  kL
ガソリン  793  kL
軽油  74  kL
灯油  11  kL

■ 水
■上水：上水の使用量
■井水：地下水の使用量
■リサイクル水
 ：敷地内で浄化処理後に再度使用した水の量

上水  992,206 m3

井水  879,603 m3

リサイクル水  848,629 m3

お取引先

物流

お客様

研究、設計、
製造、営業

リユース・リサイクル



<<
  /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




