
W eb
ISO14001認証
取得拠点

ISO14001
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。

W eb
公的資格の保有者数お
よび内部監査員数
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中央環境委員会

環境委員会

〈各地区〉

中央省エネ専門委員会

廃棄物専門部会

化学物質専門部会

グリーン調達専門部会

省エネ専門委員会

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。

社　長

中央環境委員長

環境管理責任者

環境内部監査員 環境ISO事務局

環境統括責任者

推進体制
　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下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・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。

システム構築状況 W

　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、2010年12月にインド特殊陶業
が認証を取得しました。これによって、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。

環境教育 W

　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、
社内報や社内電子広報システム「N-WING」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、2010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。

環境マネジメント

ISO外部監査

インド特殊陶業

安全衛生･環境大会

内部監査員教育

中央環境委員会

環境カード

■ 環境推進組織



資産除去債務に
関する会計基準
建物など有形固定資産
の除去時に、法などで撤
去が要求されるものに
ついて、債務として会計
処理することが義務付け
られた。例えば、建物を取
り壊す際のアスベストの
処理や、土壌の調査、汚
染処理に関する費用な
どが該当する。

土壌汚染対策法
土壌汚染状況の把握と
人の健康被害の防止を
目的とした法律。2010
年4月に大幅改定され、
3000㎡以上の土地の形
質変更時に届出が必要
となるなど、状況把握や
措置に関する規定が追
加された。

PCB
ポリ塩化ビフェニルの略
称。化学的安定、電気絶
縁性の良さから絶縁油
などとして広く使用され
ていたが、人体への毒性
が高く、現在は製造・使用
禁止。

アスベスト
断熱材として広く使用さ
れてきた繊維状の鉱物。
吸入により肺がんや中皮
腫を引き起こす危険性
がある。別名、石綿。

W eb
大気・水質・騒音・振動の
データ　
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環境リスクマネジメント 
　事業活動には、環境事故や環境汚染などのリス
クが存在します。当社グループは、それらのリスク
を特定し、リスクの低減や未然防止に努めています。

■ 土壌の調査
　土壌や地下水の汚染を防止するため、土壌の調
査方法、調査時期、評価基準を明確にしています。
資産除去債務に関する会計基準*や2010年4月に
改正された土壌汚染対策法*にも対応しています。

■ PCB*の管理
　本社工場、小牧工場、日特製作所でPCBを含む
廃棄物を保管しています。PCB廃棄物が適切に処
理できるようになるまで、厳重な保管管理を続けて
いきます。

■ 廃棄物処理業者の現地確認
　廃棄物が契約通り処理されていることを確認す
るため、定期的に廃棄物処理業者を訪問し、確認し
ています。2010年度は48社を訪問しました。

■ 化学物質の漏洩防止
　化学物質の漏洩による土壌や水域の汚染を防ぐ
ため、貯蔵タンクの二重層化による漏れの防止、配
管の地上化による漏れの早期発見などの設備対応
を行い、定期的に点検を実施しています。

■ アスベスト*対応
　アスベストによる被害を防止するため、適切な処
理に取り組んできました。設備に使用していたアスベ
ストは除去が完了し、現在は建造物の断熱材として
一部が残存していますが、厳重な管理を継続します。

■ 緊急事態対応訓練
　突発的な事故などの緊急事態が発生した場合に
備え、定期的に対応訓練を実施しています。各部署
で起こりうる事故と影響を想定し、汚染の防止に努
めています。

法規制の遵守状況 W

　環境法規制や自治体などとの協定を確実に遵守
するため、厳しい自主基準の設定により、法規制違
反や苦情の未然防止に努めています。
　2010年度は、法規制値や協定値からの逸脱によ
る法規制違反はありませんでしたが、騒音について
4件の苦情がありました。速やかに対策を行い、再
発防止を図りました。

■ 違反と苦情の件数 （件）
違反 苦情

年度 2008 2009 2010 2008 2009 2010
日本特殊陶業 0 0 0 8 2 3
関係会社 1  1※ 1 1 2 1

※2009年度に関係会社において届出漏れ（是正済み）があっ
たことが判明したため、違反1件としました。

■ 2010年度の違反・苦情への対応
分類 工場・会社 状況 対策

違反 東海耐摩工具 名古屋市に「産業廃棄物管理票交付等状況
報告書」を提出していませんでした。 遅れて提出しました。

苦情
（騒音）

小牧工場 蒸気ボイラーの減圧弁の動作不良によって、
安全弁が作動して音が発生しました。

減圧弁を交換しました。また、設置場所を防
音壁内へ移動しました。

小牧工場 集塵機の駆動部のベアリングに異常があり、
異音が発生しました。 ベアリングを交換しました。

小牧工場 設備の撤去作業に伴って大きな音と振動が
発生していました。 作業方法を変更しました。

日特製作所
（本社工場）

設備の通常稼動によって、コトコト音が発生
していました。

作業場（建屋内）に自動ドアを設置し、常時閉
めるようにしました。

オイルフェンスの設置訓練 吸着マットでの吸い取り訓練



W eb
環境保全コスト
環境保全効果額
環境保全効果物量

エコ・エフィシェンシー
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。
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環境会計 W

　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。
　2010年度の環境保全コストは、単独で8,035
百万円、グループで8,804百万円となり、前年度比
32％増でした。また、環境保全効果額は、単独で
274百万円でした。

算出の考え方
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。
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 ■ 環境保全コスト（グループ）の推移 ※日特アルファサービスを除く
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■ 環境保全コストと保全効果額（単独）の推移

エコ･エフィシェンシー（環境効率）*
　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。

　2010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、廃棄物とも、売上
高の増加に比べて排出量を抑制していることが要
因です。

■ エコ・エフィシェンシー（単独）の推移

100100

160

140

120

100

80

60

40

20

0
2001

143

2006

128

2007

108

2008

113

2009

120

98 98 104

138

155

2010

（2001年度＝100） CO2指標 廃棄物指標 

年度

■ 環境保全効果額（単独） （百万円）

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 222

費用節減
省エネルギーによるエネルギー費の節約 45
節水による水道費の節約 2
省資源、またはリサイクルに伴う廃棄物処理費の節減 5

合計 274

売上高
生産によるCO2排出量

CO2指標 ＝

売上高
廃棄物排出量

廃棄物指標 ＝
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