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会社概要（2012年3月31日現在）

主要な事業内容

社 名
本 店 所 在 地

設 立 年 月 日
代 表 者
Ｕ Ｒ Ｌ

■都市環境関連事業 ■街路・住建関連事業

■その他事業

■産業・生活関連事業

資 本 金
売 上 高 （連結）
経常利益 （連結）
従業員数 （連結）
国 内 連 結 子 会 社
海 外 連 結 子 会 社

積水樹脂株式会社
〒530-8565
大阪市北区西天満二丁目４番４号
1954年（昭和29年）11月26日
福井 彌一郎 （代表取締役社長）
http://www.sekisuijushi.co.jp/

防音壁材、道路標識、サイン・看板、路面標示材、
電子システム関連製品、交通安全資材、太陽電池
製品、人工芝、人工木材等

歩行者用防護柵、車両用防護柵、防風・防雪柵、
車止め、組立歩道、高欄、公園資材、シェルター、
ソーラー関連製品（シェルター・照明灯）、メッ
シュフェンス、めかくし塀、防音めかくし塀、外
構製品、自転車置場、装飾建材、機能面材、手すり
製品、アルミ樹脂複合板等

損害保険代理業他

梱包結束用バンド・フィルム、梱包資機材、農業資
材、施設園芸資材、物干用品、収納用品、組立シス
テムパイプ、デジタルピッキングシステム、自動
車部品関連製品等

12,334百万円
63,011百万円
8,773百万円
1,415名
23社
8社
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道夢道
積水樹脂には、大規模試験走路｢道夢道｣と呼ばれる施設があります。
これは、交通安全製品や景観資材製品を提供するにあたり、製品の信
頼性を確かなものとするために、実際の設置条件のもとで実験を行
う施設です。（滋賀県蒲生郡竜王町）
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編集方針

本報告書は、積水樹脂グループの環境・社会活動についてご

報告するとともに、環境・社会活動のさらなる向上を目指

し、ステークホルダーのみなさんとコミュニケーションを

はかることを目的として発行しています。

また、本報告書は会社案内も兼ねて作成し、当社グループの

理念、事業活動、製品等について報告しています。

なお、掲載項目については、環境省「環境報告ガイドライン

（2012年度版）」を参考にしながら、積水樹脂グループの活

動に照らして、重要な項目に絞り報告しています。

環境・社会報告書2012での改善点
「積水樹脂のビジョン」のページを拡充し、
「積水樹脂グループの理念」のページとしました
ステークホルダーのみなさんに当社グループのCSRの基本的な
考え方をより分かりやすくお伝えするため、昨年度版の「積水樹
脂のビジョン」のページを拡充し、「積水樹脂グループの理念」の
ページとしました。

「特集」ページを拡充しました
特に重要性が高いと考える課題に対し、当社グループがどのよう
に取り組んでいるのかをまとめた「特集」ページを拡充しました。

本報告書の対象
■対象期間
　2011年度（2011年4月1日から2012年3月31日まで）
　重要事項については、2011年度以前・以降のものも報告しています。
■対象範囲
　積水樹脂株式会社および国内連結子会社23社
　重要事項については、海外子会社を含めた上記以外の関係会社につい
　ても対象としています。

Contents
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社長メッセージ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
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東日本大震災で再認識した
積水樹脂グループの社会的責任（CSR）
　2011年度は、東日本大震災やタイの洪水など国内外

で大規模な自然災害が発生し、また、エネルギー需給問題

などの新しい課題が提示された１年でした。なかでも、東

日本大震災は、積水樹脂グループの社会的責任（CSR）を

再認識するきっかけとなりました。

　かねてより当社グループは、「価値ある製品の創造を通

じて社会の福祉と進歩に貢献する」ことを経営理念として

掲げ、「安全・安心な道づくり、美しいまちづくり」に貢献で

きる製品を創造し、社会に提供することで、CSRを果たし

てまいりました。

　このようなことから、当社グループは、震災発生後、被災

された方々への支援物資の提供や義援金の寄付を行うだ

けではなく、長年、事業を通じて培ってきた技術力や提案

力を活かし、「積水樹脂グループだからこそできる取り組

み」を進めることが、使命であると認識し、活動を進めてま

いりました。

　具体的には、2011年5月に「東日本復興プロジェクト」

を発足させ、設計や開発部門の人員で構成する専任担当者

５名を東北に派遣し、被災地でのボランティア活動に参加

するとともに、津波により高欄や柵などが流されたことで、

危険な状況になっている箇所を早急に復旧するため、現地

測量や設計支援などの技術サポート対応を行いました。

　また、被災地の復興に役立つ製品の提案を迅速に行うた

めに、当社の関係会社である東北積水樹脂株式会社（宮城

県柴田郡柴田町）の敷地内に「減災・災害対応製品展示場」

を開設しました。開設以来、役所、ゼネコン、設計事務所の

ご担当者様など、たくさんの方々にご来場いただき、実際

に製品をご覧いただくとともに、被災地の復興に向けた活

発な意見交流を行う場となっております。

   東日本大震災からの復興は、これから本格化するものと

思いますが、これらの活動を通じて得られる被災地の復興

への課題やニーズに基づき、「減災・災害対応製品」の提供

を通じて、「より災害に強いまちづくり」の実現に貢献して

いきたいと考えております。

積水樹脂グループだからこそできる取り組みを進め、
社会の福祉と進歩に貢献していきます

社長メッセージ

代表取締役社長
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生物多様性の10年日本委員会」の活動に継続し

て協賛するとともに、2010年度より進めてお

ります森林保全活動については、滋賀県の「琵琶

湖森林づくりパートナー協定」に基づく活動に加

え、長野県の「森林（もり）の里親促進事業」にも参

画し、環境保全活動の拡大を進めてまいりました。

　今後も交通安全や環境保全をはじめとする事

業と関連する諸団体と連携し、社会貢献活動に取

り組んでまいりたいと考えております。

全員参加で環境負荷低減に
取り組んでいます
　環境への取り組みにおいては、第４次環境３ヵ

年計画（2010年度～2012年度）に基づき、全

員参加で環境負荷の低減に取り組んでおります。

　2011年度は、環境負荷低減への取り組みだけ

でなく、節電対策にも積極的に取り組み、省エネ

ルギーや廃棄物削減、そしてピーク電力削減の面

で、効果を上げることができました。また、設計

から使用後の処理までのあらゆる段階で環境に

配慮した「地球環境調和型製品」の開発について

も積極的に進めました。

　3ヵ年計画は、2012年度が最終年度となりま

すので、この計画で定めた目標達成に向けて、全

社一丸となって環境負荷の低減に取り組んでま

いります。

さいごに
　最後になりましたが、本報告書は、当社グルー

プのCSR活動の全体像をご紹介するものです

が、まだまだ深めていかなければならない課題や

改善点も数多くあります。

　これからも、ステークホルダーの皆様との一層

のコミュニケーションを通じて、着実に活動を前進

させ、社会に貢献していきたいと考えております。

　貴重なご意見、ご指導をいただければ幸いです。

「経営ビジョン2020」に基づき
事業活動を進めています
　時代・経営環境が大きく変化する中で、経営理

念を補完するべく、私たちの目指すべき姿を明確

化し、変化に即した事業経営を行うため「経営ビ

ジョン2020」を2010年に策定し、事業活動を

進めております。このビジョンにおいて、当社グ

ループが目指すべき姿を「いかなる環境の変化に

も対応できる強い企業」という意味を込めて

“Hybrid  Value Company”としました。 

   そして、「経営ビジョン2020」の実現に向けた

1stステージとして中期経営計画「JEX-2013

（Jushi-Expansion 2013）」を策定し、「シェア

No.１戦略」、「グローバル戦略」、「Ｍ＆Ａ・アライ

アンス戦略」などによる拡大戦略を基調とした展

開を進めております。

新たな社会貢献活動を始めるとともに、
既存の活動をさらに充実させました
　企業は利益の追求だけでなく、社会貢献も大い

なる責任だと考えております。当社グループは、

2010年度を社会貢献元年と位置づけ社会貢献

活動を積極的に推進してまいりました。

　２年目となる2011年度は、交通安全に携わる

企業として、交通遺児を支援する団体である「公

益財団法人 交通遺児育英会」に対し、主力製品で

ある車線分離標「ポールコーン」の収益の一部を

寄付する取り組みを始めました。当社の代理店、

工事会社、お客様など様々なステークホルダーの

みなさまと協力して取り組みを推進した結果、

1千万円の寄付をさせていただくことができま

した。

　また、当社グループは、「生物多様性の保全」を

重要性の高い課題と考え、様々な取り組みを進め

ております。2011年度の具体的な取り組みとし

ては、環境省の呼びかけにより設立された「国連

積水樹脂グループだからこそできる取り組みを進め、
社会の福祉と進歩に貢献していきます
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中期経営計画「JEX－2013」・（2010年策定）

～チェンジ（変革）なくして拡大なし～
拡大戦略を基調とした展開、CSR、社会貢献活動

ビジョンの実現に向けた1stステージ

経営理念の実現こそ積水樹脂グループのCSRです
積水樹脂グループは、「価値ある製品の創造を通じて社会の福祉と進歩に貢献する」という経営理
念を掲げ、幅広い分野で事業を展開しています。この理念が示すとおり、社会的な課題に対してソ
リューション（解決策）を提供していくことこそが、当社グループの企業の社会的責任（CSR）です。

積水樹脂グループの理念

経営理念

積水樹脂株式会社は、プラスチックと金属、繊維その他の物質とを結びつけた、
価値ある製品の創造を通じて社会の福祉と進歩に貢献し、会社の限りなき発展
と従業員の豊かな生活を実現する。

経営理念を補完するべく、目指すべき姿を明確化

『価値ある製品の創造を通じて“世界の安全・安心” “地球環境の保全”に貢献し、
世界中の人々に信頼され、感動を提供し続ける企業グループ』を目指します。

～  を目指して～

経営ビジョン2020（2010年策定）
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数値目標
■期間
  2011年３月期～2013年３月期（３カ年計画）
■目標：最終年度（2013年３月期）
   ・連結売上高：700億円
   ・連結営業利益：100億円

３つの戦略
■シェアNo.1戦略 
■グローバル戦略 
■Ｍ＆Ａ・アライアンス戦略

2011

2013
2020

1st stage

JEX－2013

経営ビジョン2020
の実現

TOPICS 中期経営計画「JEX－2013」 で掲げた目標を
達成すべく、事業活動を進めています

将来に向けたさらなる事業の拡大をはかるべく、「経営ビジョン2020」の1stステージとして、中期経
営計画「JEX－2013 （Jushi - Expansion 2013）」を策定し、目標を達成すべく、事業活動を進めて
います。

当社グループは、2011年度を、 「JEX－2013」で掲げた目標達成のための重要な年度と位置づけ、
拡大戦略を基調とした展開を進めてきました。

中期経営計画「JEX－2013」とは 

2011年度の主な取り組み 

グローバル戦略の推進
タイ王国において事業会社を買収し、2011

年７月１日よりセキスイジュシ（タイランド）

Co.,Ltd.として事業活動を開始したほか、10月

11日付にて「国際事業部」を新設するなど、海外

事業の推進強化をはかっています。

Ｍ＆Ａを活用した事業規模の拡大
事業規模の拡大をはかるため、溶着材に加え新

しくペイント材事業の取得を含めた道路塗料の

事業譲受により、総合的な路面標示材事業を確

立しました。

ペイント材

セキスイジュシ（タイランド）Co.,Ltd.
   所 在 地 ： タイ王国チョンブリ県
   事業内容 ： 自動車部品関連製品および金型の製造・販売

溶着材
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よりよい社会の実現に向けて
積水樹脂グループは、「安全・安心」・「環境」・「防災・減災」を基本として事業
活動を行い社会への貢献を果たすとともに、交通安全・環境保全などの事
業と関連する諸団体を通じて、社会に還元していきます。
さらに、各事業所では、地域の諸活動への参画・協賛などにより、地域社会
との共生をはかっていきます。

特集 Feature
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特集： ハイライト

特集では、積水樹脂グループが特に重要性が高いと考える
課題に対する取り組みをご紹介します

・・・・特集①・東日本大震災からの復旧・復興に向けた取り組み

・・・・特集②・「防災・減災」、「安全・安心」に貢献する製品のご紹介

・・・・特集③・積水樹脂グループの社会貢献活動

被災地の復旧・復興に向けて、当社グループ
だからこそできる取り組みを進めてきました
 被災地の復旧・復興に向けて、義援金や支援物資を寄贈する
とともに、長年、事業を通じて培ってきた技術力や提案力を
活かし、当社グループだからこそできる取り組みを進めてき
ました。

「防災・減災」、「安全・安心」に貢献する製品の
提供に取り組んでいます
 自然災害の「減災・災害対応製品」をはじめ、道路空間の安全・安
心に貢献する当社グループの様々な製品群をご紹介します。

新たな社会貢献活動を始めるとともに、
既存の活動をさらに充実させました
 交通安全製品に携わる企業として、交通遺児を支援する団体に
製品の収益の一部を寄付する取り組みを始めるとともに、 「生
物多様性の保全」に向けた取り組みをさらに充実させました。

（主な取り組み）
・東日本復興プロジェクトの取り組み
・減災・災害対応製品展示場の開設

（主な取り組み）
・自然災害の減災対策へのご提案
・徒歩帰宅者支援へのご提案
・通学路、生活道路安全対策へのご提案
・自転車通行空間環境整備へのご提案

（主な取り組み）
・交通遺児を支援する団体に製品の収益の一部を寄付する取り組み
・生物多様性の保全に向けた取り組み

詳細報告
9ページ

詳細報告
11ページ

詳細報告
13ページここでご紹介していない2011年度の社会貢献活動の一部については、「社会貢献活動・

コミュニケーション活動」のページ（37ページ）でご紹介しています。
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当社グループ会社からの義援金・支援物資
被災された方々の救援や被災地の復興に役立てて

いただくために、当社グループ会社からの義援金

として、 １千万円の支援を行いました。また、当社

製品の室内ものほしをは

じめ、食品トレー、ポリタ

ンクなどの支援物資を被

災地に寄贈しました。

グループ役員・従業員の募金による支援
被災地や被災した仲間のために、今私たち一人ひと

りができることをしよう。このような思いから当

社グループでは震災発生直後より、各事業所にお

いて募金活動を実施しました。活動の結果、415

万円の寄付が集まり、被災地や被災した従業員に対

して義援金としてお渡しすることができました。

被災地の復旧・復興に向けて、積水樹脂グループ
だからこそできる取り組みを進めてきました
被災地の復旧・復興に向けて、義援金や支援物資を寄贈するとともに、長年、事業を通じて培ってきた
技術力や提案力を活かし、当社グループだからこそできる取り組みを進めてきました。

特集①：東日本大震災からの復旧・復興に向けた取り組み

義援金や支援物資を寄贈
◎当社グループ会社からの義援金…
◎役員・従業員の募金による支援………
◎支援物資の寄贈
　当社製品の室内ものほし等……………
　食品トレー……………………………
　マスク…………………………………
　その他、発泡エチレンシート、水用ポリタンク等

1,000万円
415万円

400台
2,000枚
6,000枚

仮設住宅向けの製品の安定供給
震災発生後、被災地では仮設住宅建設が急ピッチで

進められ、仮設住宅で使用される住宅部材について

も、短期間で大量の供給が必要となりました。

このような中、当社グループは、不審者の侵入を防ぐ

ための外構製品である「メッシュフェンス」や住宅の

出入口扉の腰板材として使用される「かまちえーす」

など、被災地で必要とされている製品の生産に全力

を挙げて取り組み、これらの製品を安定的に供給し

ました。

震災発生後、被災された方々が、一日でも早く、少しでも安心して暮らしていただけるように、当社グループは義
援金や支援物資を寄贈するとともに、仮設住宅で必要とされる製品の安定供給に全力をあげて取り組みました。

震災発生初期の取り組み

朝日新聞厚生事業団様に義援金を寄贈

TOPICS 減災・災害対応製品展示場を開設しました
被災地の復興に欠かせない製品の提案を迅速に行うことで、復旧・復興の早期
実現に貢献できるよう、関係会社の東北積水樹脂株式会社（宮城県柴田郡柴田
町）の敷地内に「減災・災害対応製品展示場」を開設しました。
開設以来、多くの方々に製品をご覧いただいています。

津波の被害を受けるおそれのある地域での「学習・啓発」、
「災害発生情報提供」に適した製品や、避難場所への「避難誘
導」対策に適した製品を展示しています。

日頃は憩い・安心を提供し、災害発生時には災害対応に使え
る街路・公園資材と、仮設住宅向けの資材を展示しています。

■・避難路エリア

■・避難場所エリア

仮設住宅の外構として使用された「メッシュフェンス」

仮設住宅扉の腰板材として使用された「かまちえーす」

「東日本復興プロジェクト」のホームページ
http://www.sjc.gr.jp/thpro/index.html
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プロジェクトの発足
2011年5月21日、 「被災地の復旧・復興への貢献」

を目的として、設計や開発部門の人員で構成する

「東日本復興プロジェクト」を発足させました。

そして、プロジェクト発足の６日後に専任担当５名

が東北へ着任しました。

　被災地調査
着任後、まずは被災地の現状を確認するため、被災

地調査を行いました。対象は、岩手県の久慈市から

宮城県山元町までの範囲の中で、特に被害の大き

かった地区です。被災地調査により、写真や映像で

は伝わらない、被災地の深刻な状況を目のあたりに

しました。

　ボランティア活動への参加
被災地調査により、「被災地の復旧のために自分た

ちができることがしたい」という思いからボラン

ティア活動に参加しました。学生、自衛隊OBな

どを含むボランティアの

方々と共に、大津波により

漂着した建築物等の残骸

や流木などのがれき撤去

作業を行いました。

技術サポート対応
被災地の自治体が被災者への対応、膨大な量のがれ

き処理に追われる中、当社の技術、知識を生かした

支援として、「技術サポート対応」を行いました。

具体的には、津波により高

欄や柵などが流されたこ

とで、危険な状況になって

いる箇所を早急に復旧す

るため、現地測量や設計支

援などを行いました。

　

より災害に強いまちづくりに向けた提案活動
復旧・復興を推進し、安全・安心を取り戻すための支

援として、これまで蓄積してきた当社の避難誘導に

おけるノウハウに、被災した自治体へのヒアリン

グ、復興に携わるコンサルタントや国の動向などの

情報から、津波避難誘導におけるソフトからハード

までをパッケージにした提案活動を進めています。

また、県、市町村の復興計

画や住民の要望などを

キャッチし、より復旧・復

興に貢献できる製品の開

発、提案を進めています。

避難場所への設置を提案しているソーラー発電シェルター、ソーラー照明灯、
災害対応ベンチなどを展示しています。

昼夜を問わず災害の危険をいち早く知らせ、避難経路をわかりやすく誘導する
案内・誘導サイン、手摺柵、防風・防雪柵、自発光縁石鋲などを展示しています。

長年、事業を通じて培ってきた技術力や提案力を活かし、 被災地の復旧・復興へ貢献するべく、
「東日本復興プロジェクト」を発足し、様々な活動を行ってきました。

東日本復興プロジェクトの活動報告

（夜間） （夜間）

■ 展示場の所在地とお問合せ先
〒989-1743　宮城県柴田郡柴田町大字四日市場字二本木86-1 積水樹脂株式会社 東北支店　TEL.0224-58-7552 FAX.0224-56-5562

ボランティア活動の様子 沿岸エリアにおける避難誘導提案例

■・避難路エリア ■・避難場所エリア

宮古市での測量支援の様子
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「防災・減災」、「安全・安心」に貢献する製品の
提供に取り組んでいます　

自然災害の「減災・災害対応製品」をはじめ、道路空間の安全・安心に貢献する積水樹脂グループの
様々な製品群をご紹介します。

特集②：「防災・減災」、「安全・安心」に貢献する製品のご紹介

「自然災害の危険性」「対応方法」「避難方法・避難場所」を日常から周知させる事で、災害発生時に適切な｢避難」
が可能となります。当社グループは、その様な製品のご提供を通じ、人々の「安全・安心」に貢献したいと考え
ています。

生活道路での事故対策に、速度規制を30kmに設定した区域を指定する「ゾーン30」対策や、通学学童の安全
確保に車両通過速度を抑止する整備の事例です。

自然災害の減災対策に貢献する製品

通学路、生活道路の安全対策に貢献する製品

■災害に備える避難路、避難場所、徒歩帰宅者支援
日常から避難情報を周知する事で、万一の災害時の迅速で適切な避難行動が可能となります。

■冠水道路の事故対策
ゲリラ豪雨による内水氾濫でアンダーパス等が浸水する危険がある事をドライバーに認識させ、冠水時には
通行道路の状況を事前に注意喚起します。

停電時も表示面を明るく照らし、避難誘導情報の提
供が可能なサインで迅速な避難行動が可能です。

東日本大震災を教訓に設けられた高規格道路の
高台避難場所に、歩行者の車道進入抑止用メッ
シュフェンスが設置されました。 徒歩による帰宅時に被災者が迷わない様に道案

内整備が進められています。

冠水の深さがわかる目盛りを路面に標示

ソーラー小型照明灯 ソーラールミ
＋避難誘導サイン（避難路）

生活道路内・車両通行速度抑止「ゾーン30」

縦型情報板

冠水注意喚起システム
（OPTマーカー）
通信制御とセンサー制御によ
り、冠水時に自動で表示内容を
切り替えます。
管理者からの遠隔操作で表示
内容の切替と状況確認が可能
です。

貼付式路面標示材 ソリッドシート
立体に見える路面標示シートを車道に設置する事
で、視覚的に車道を狭く見せアクセルから離足する
事での減速を狙っています。

メッシュフェンス（避難場所）

通学路の安全対策

横型情報板

貼付式印刷シート ガイドタック 
＋自発光縁石鋲 エッジポインターＴ-Ⅱ

（徒歩帰宅者支援） 

貼付式路面標示材 ジスラインＳ
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自転車・歩行者が安全に安心して通行できる道路環境づくりに貢献するために、自転車通行環境整備での安全
確保に向けた製品をご提供し、多くのご採用を頂いています。

自転車通行空間環境整備に貢献する製品

■歩行者・自転車の安全確保
歩行空間の原則分離による歩行者の安全確保と、自動車との事故防止を行った事例です。

■ルール・マナーの啓発
大型のオーバーハングサインを設置し、文字やピクトグラム（絵文字）で通行者に視覚的にルールやマナーを
認知させる事を目指した事例です。

■カラー化による視覚的な分離に弾性車止めを組み合わせ歩行空間を分離
カラー舗装で視覚的に、弾性車止めで物理的に歩道部や車道部から自転車通行帯を分離し、歩行者の安全確保
と、自動車との事故防止を行った事例です。

ゆるやかに空間を分離しながら本体は中空のウ
レタン素材にて自転車・歩行者の接触にも柔軟に
衝撃緩和を実現します。

夜間は太陽電池式の内照発
光によりピクトグラム部を
明るく見やすく案内します。
サ イ ン 支 柱 へ の オ レ ン ジ
ウッド化粧で、木の温か味が
あるデザインとしています。

弾性車止め DK9（サイン付）

自転車・歩行者案内サイン

車線分離標 ポールコーンガード・SEコーン 速乾性カラー舗装材 ジスカラーAP 弾性車止め DK-5HK

弾性車止め あいボラード サインタイプ

弾性車止め あいボラード 門型タイプ 

車道を自転車レーンに変更することで歩行者の
安全を向上させる事例です。自転車レーンと車
道は樹脂縁石ブロック(エコストーン)と弾性車止
め(DK7)で物理的分離をはかっています。

■自転車レーンの事例
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新たな社会貢献活動を始めるとともに、
既存の活動をさらに充実させました
交通安全製品に携わる企業として、交通遺児を支援する団体に製品の収益の一部を寄付する取り
組みを始めるとともに、 「生物多様性の保全」に向けた取り組みをさらに充実させました。

特集③：積水樹脂グループの社会貢献活動

当社は、交通安全製品に携わる企業として、交通遺児育英会に対して主力製品である車線分離標「ポールコー
ン」の収益の一部を寄付する取り組みを始めました。

交通遺児を支援する団体に製品の収益の一部を寄付する取り組み

取り組みの背景
交通遺児育英会は、保護者が道路上の交通事故が原

因で亡くなったり、重度の後遺障害のため、経済的

に修学が困難となった子供たちが高等学校、大学な

どに通う支援として、奨学金を無利子で貸与してい

る公益財団法人です。

当社は交通安全製品に携わる企業として、製品を通

じて「安全・安心」な道づくりに貢献するとともに、

すでに起こってしまった交通事故の被害者を支援

することも当社の重要

な課題であると考え、

主力製品である車線分

離標「ポールコーン」の

収益の一部を交通遺児

育英会に寄付する取り

組みを2011年７月に

始めました。

製品の収益の一部を寄付しました
2012年４月20日に、2011年度における車線分

離標「ポールコーン」の収益の一部を「公益財団法人 

交通遺児育英会」に寄付しました。

当社の代理店、工事会社など様々なステークホル

ダーのみなさんと協力して取り組みを推進した結

果、1千万円の寄付を行うことができました。

今後の取り組みについて
当社はこの取り組みを一過性のもので終わらせな

いために、2012年度も引き続きこの取り組みを継

続し、交通事故の被害者を支援していきます。

（左） 交通遺児育英会
       中根理事長

（右） 弊社 代表取締役社長

寄付金目録贈呈式の模様

　車線分離標「ポールコーン」

道路上のゼブラゾーンの境界や中央線上などに設置する柱状の製品で、ドライ
バーに対して走行レーンの明示、車線の分離、カーブ地点などでの視線誘導を行
うことを目的に設置される交通安全用品です。本体はウレタン製で車両の接触
時にも速やかに自立復帰します。
開発、製造開始から四半世紀を経過し、その高い復元性能や視認性からご好評
いただいている、交通安全用品の主力製品です。
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「国連生物多様性の10年日本委員会」の活動への協賛を継続するとともに、森林保全活動のフィールドを拡大
するなど、生物多様性の保全に向けた取り組みを充実させています。

生物多様性の保全に向けた取り組み

森林保全活動の推進
滋賀県での取り組み
滋賀県に主力生産拠点を持つ当社が、琵琶湖のため

にできること。2010年11月に、当社は綿向生産森

林組合（滋賀県蒲生郡日野町）と「琵琶湖森林づくり

パートナー」協定を締結し、継続的に森林保全活動

を行っています。2011年11月23日に、第２回の

森林保全活動が行われ、滋

賀工場、大阪本社の従業員

とその家族が活動に参加

し、350本の苗木を植林

しました。

長野県での取り組み
当社の関係会社である積水樹脂プラメタル株式会

社が、2011年９月に長野県辰野町と「森林（もり）

の里親協定」を締結し、滋賀県に続き長野県での森

林保全活動を始めました。

2011年９月18日に、第１回の森林保全活動が行

われ、ツツジ周りの灌木の切り出しや、下草刈り作

業と、気持ちのいい汗を流しました。

取り組みの背景
生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性とつな

がりのこと。私たちは生物多様性が保たれているこ

とで様々な恩恵を受けており、何かが欠けてそれが

壊れてしまうと、生きていけなくなってしまいます。

ところが、近年、人間の生活や開発による影響等によ

り、昔はどこにでもいた生きものたちが見られなく

なるなど、生物多様性が脅かされつつあります。

このような状況下、当社グループは、生物多様性の保

全の重要性を認識し、様々な活動主体と連携し、「生

物多様性の保全と持続可能な利用」に積極的に取り

組んでいます。

「国連生物多様性の10年日本委員会」
の活動への協賛
2010年は、国際生物多様性年であり、愛知県で「生

物多様性条約第10回締約国会議（COP10）」が開

催されるなど、国内外で生物多様性が注目された年

でした。このような中、当社は環境省の呼びかけで

設立された「地球生きもの委員会」の活動に協賛し、

国内第1号となる寄付を行いました。

COP10終了後、国連は2011年からの10年間を

「国連生物多様性の10年」と位置付け、「地球生きも

の委員会」も、「国連生物多様性の10年日本委員会」

と改組され、国内での啓発活動を中心に継続するこ

とになりました。

当社も、取り組みを一過性のもの

で終わらせないために、2011年

度においても引き続き同委員会

の活動に協賛しました。
「国連生物多様性の10年日本委員会」についてもっと知りたい方は…

「国連生物多様性の10年日本委員会」公式ホームページ
http://undb.jp/

積水樹脂プラメタル（株）の従業員とその家族が活動に参加しました

今後の取り組みについて
今後の生物多様性の保全に向けた取り組みとして

は、日本国内での取り組みを継続・発展させるととも

に、グローバルな視点で新たな取り組みを検討して

いきます。
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②

「安全・安心・環境保全」をキーワードとして、
ゆたかな暮らしをサポートします
日常生活のあらゆる場面で「安全・安心・環境保全」につながる製品、年齢・世代を問わず、さまざまな立場に
ある、全ての人々が安心して暮らせる「環境づくり」に役立つ製品の創造を通じて社会貢献してまいります。

事業分野別・製品のご紹介

都市環境関連事業分野

街路・住建関連事業分野

交通環境資材関連製品

街路・橋梁関連製品

スポーツ・人工木関連製品

①太陽電池式自発光標識 “セイフティブライト330”
②門型車線分離標 “ポールコーンガード”
③視線誘導標 “ハイドロワイドデリニェーター・スノーポール”
④サインシリーズ “歩行車道案内サイン”
⑤貼付式路面標示材 “ジスラインＳ”
⑥高規格道路向け “ハイドロクリーン透明板”

①ロングパイルモノフィラメント人工芝
　“ドリームターフRS+2065” 
②スーパーオレンジウッド デッキ材
③テンダーウッド ルーバー材

太陽電池や電子技術、道路周辺の景観や防音・遮音技術を駆使し、
ドライバーにとって安全で快適な走行空間づくりに貢献します。

美しい街づくりに貢献する高い意匠性と交通
安全製品で培ったノウハウを活用した安全機
能。これからの人中心のみちづくりにおける
さまざまなシーンで、歩行者にとって安心で
きる街路空間づくりに貢献します。

①ソーラー照明灯 “アーバンソーラーシリーズ・SLVタイプ”
②転落防止機能を付加した景観型車両用防護柵 “シティータイプGPL”
③省スペース型案内・誘導サイン “ナビポール”
④補修物件向け橋梁用ビーム型防護柵 “ビューレイル”
⑤太陽電池一体型ルーフタイプシェルター “エコシェル”

太陽電池一体型ルーフ

①

①

③

④ ⑤ ⑥

②

③

①

② ③ ④ ⑤

天然芝の良さを限りなく追求し、快適なスポーツ環境を
創造する人工芝“ドリームターフ”や自然と人間の調和を
コンセプトに、廃プラスチックと廃木粉を原料とし、独自の
複合成型技術から生まれた新素材“オレンジウッド”デッキ材、
独自の被覆成型技術による“テンダーウッド”ルーバー材。
誰もが親しみやすい、高い耐久性を誇る建築素材をご提供しています。
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産業・生活関連事業分野
産業資材関連製品

住建材関連製品

生活・緑関連製品

①環境配慮型梱包用バンド “ゆうバンド”　
②ストレッチフィルム “レスコア”
③片持ち式包装機  “LSB ” 　
④組立パイプシステム “スペーシア”
⑤デジタルピッキングシステム “キャップアイシステム”

①スポーツ施設向けメッシュフェンス
　“G0-Gバンド金具強化タイプ”
②縦格子フェンス “ET50HCタイプ” 
③工事用防音仮囲 
　“プラメタル・ビルガードシステム”
④金属・樹脂複合建材 “メタカラー”

①自然気化式ECO加湿器“うるおい”　　
②つっぱり式窓枠ものほし

③農園芸用支柱 “若竹”　　
④家具転倒防止圧着Ｗポール

物流関連製品は、国内外でのトップシェアを占める
PPバンドをはじめ、多彩な物流・包装資材を品揃え
し、また自動梱包機や包装機、ピッキング支援装置な
ど、物流の総合メーカーとして貢献します。

景観に調和するシンプルなデザイン、隣地からの騒音など住環境を
取り巻く諸問題解決にも貢献する高機能製品を生み出しています。
また、ラミネート技術と樹脂配合技術から生まれ、軽さ、強さを実現
した独自マテリアル「メタカラー」「プラメタル」が建築内空間を美し
く演出しています。

人にやさしく快適で便利な製品、斬新で新しいデザイン。
創意工夫や想像力を駆使した生活用品で、豊かなライフスタイルづくりに貢献
します。また、農業・園芸関連製品では、支柱やハウス資材など、工夫やアイデア
を盛り込んだ製品で省力化と環境緑化に大きく貢献します。

② ③ ④

⑤

① ② ③ ④

① ② ③

④

①

ビルガードパネル
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地球のために。
子供たちの未来のために。
積水樹脂グループは、持続可能な発展にむけて環境保全、環境教育、環境調和型製品の開発及び
CO2排出量削減などの取り組みを推進しています。

環境報告

環境経営理念
　我々は、かけがえのない母なる「地球」を、環境破壊・資源枯渇等、地球環境
問題から保護することを最重要課題と認識し、地球に優しい環境調和型製
品・事業活動を通じて「地球と人類の永続的調和」及び「人間性豊な生活環境
づくり」に貢献します。

環境経営方針
「資源は節減・循環、廃棄はゼロ、環境は改善・保全」
１．地球環境に対し、「廃棄はゼロ、環境は改善・保全」を通じて社会的責任を
     果たします。
２．地球環境調和型製品の開発を通じて、「資源は節減・循環」に貢献します。

写真：綿向山  （滋賀県蒲生郡日野町）
       綿向山で「琵琶湖森林づくりパートナー」協定に基づき森林保全活動を進めています。

Environment
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積水樹脂グループ 一丸となって環境活動に
取り組んでいます

環境報告ハイライト

第４次環境３ヵ年計画（2010年度～2012年度）・環境活動の取り組み

生物多様性へ配慮 資源の有効活用

その他

地球環境調和型製品の取り組み

廃棄物排出量削減の取り組み

森林保全活動

環境推進体制・環境活動のあゆみ
1998年に制定した「環境経営理念」・「環境経営方針」を基本
理念とし、2010年に策定した中期経営計画（JEX-2013）
に基づき環境への取り組みを推進してきました。

環境へのかかわり
事業活動におけるエネルギー、原材料等の「インプット」、そ
して環境への排出量や廃棄物などの「アウトプット」をマテ
リアルバランスの考えに基づき集計しています。

環境会計
環境保全活動に要した費用、それから得た環境
保全効果とそれにともなう経済効果を定量的に
把握して評価し、より効率的な環境保全活動の
推進をはかっています。

環境マネジメントシステム体制
主要生産事業所では、ISO14001に基づく環境
マネジメントシステムを構築し、認証登録を継
続しています。

CO2排出量削減の取り組み

化学物質排出･移動量削減の取り組み

リサイクルへの取り組み

＜2011年度目標＞
地球環境調和型新製品

  ・売上比率：30%以上
  ・上 市 数：38件以上

＜2011年度目標＞
廃棄物発生量（有価物を含む）

（2005年度比）

 ・排出量：36%以上削減
・原単位：35%以上削減

＜2011年度目標＞
 CO２排出量原単位（※1）

（2005年度比）

21.0%以上削減

＜2011年度目標＞
 PRTR法に基づく

  化学物質排出･移動量
（2008年度比）

14％以上削減

＜2011年度実績＞
売上比率

23.0%
上市数

38件

＜2011年度実績＞
排出量

34.6% 削減
原単位

35.1% 削減

＜2011年度実績＞

 26.9% 削減

＜2011年度実績＞

 14.3% 削減

詳細報告
19ページ

詳細報告
24ページ

詳細報告
14ページ

詳細報告
23ページ

詳細報告
25ページ

詳細報告
26ページ

＜2011年度実績＞ ＜2011年度実績＞
・「国連生物多様性の10年日本委員会」          
                                       の活動に協賛  
・「琵琶湖森林づくりパートナー」の推進（滋賀県）
・「森林（もり）の里親」事業への参画（長野県）

・広域認定制度に基づく
        「樹脂製視線誘導標」リサイクル推進

データ編：環境推進体制・環境活動のあゆみは41ページ データ編：2011年度実績の詳細は42ページ

データ編：マテリアルバランスは45ページ データ編：ISOの認証取得状況は46ページ

（※１）原単位    製品の一定量を生産するのに必要な各生産要素（エネルギー、原材料など）の量及び排出される環境負荷量（CO2、廃棄物）です。
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地球環境調和型製品の取り組み

環境に配慮した製品の開発を積極的に進めています
積水樹脂グループは、製品の開発・設計から使用･廃棄までのあらゆる段階で環境に配慮した
地球環境調和型製品を通じて、環境負荷の低減に取り組んでいます。

地球環境調和型製品とは

地球環境調和型製品の製品売上高比率と製品数

地球環境調和型製品紹介

社内基準を満たす、環境面で有利な
製品です
当社グループが考える地球環境調和型製品は、設

計・使用・廃棄(リサイクル)の段階、もしくはその他

の項目に対して社内基準を満たす、環境面で有利

な製品をいいます。　

製品を通じた環境負荷低減をはかるため、第４次

環境３ヵ年計画最終年度（2012年度）では地球環

境調和型製品の売上比率を35%以上にすること

を目標に掲げて推進しており、2011年度は売上

比率30％以上の目標に対し、23.0％となりま

した。

地球環境調和型製品の製品数は着実に増加してい

ます。2012年度の売上比率35％以上の目標達成

に向けて、地球環境調和型製品の更なる拡販に注

力していきます。

地球環境調和型製品の基準
地球環境調和型製品は次のいずれかの社内基準を

満たします。
■製品のライフサイクルのいずれかの段階において

　環境負荷を低減させるように設計された製品

■エコマーク認定基準に適合した製品

■納入先が指定する環境基準を満足するように設計された製品

0.0％

5.0％

10.0％

15.0％

20.0％

25.0％

11 年度10 年度09 年度08 年度07 年度
0

50
100
150
200
250
300
350
400

11 年度10 年度09 年度08 年度02 ～ 07 年度

件

15.5％
16.9％

22.7％ 21.4％
23.0％

207
233

267
316

354

地球環境調和型製品の製品売上高比率 地球環境調和型製品数（累計）

再生材の利用

オレンジウッドデッキ テンダーウッド柵

車止め（DK-5） 環境配慮型梱包用バンド（ゆうグリーン）　

クリーンエネルギー活用
ソーラー照明灯

（ソーラーライト
  SLV）

ソーラー表示灯（ワイドフラッシュ）

生産工程での環境負荷低減

勾配対応柵（フレックスロープ） パネル部材の無溶接化

地球環境調和型製品の製品売上比率は、
以下の式により算出します。

地球環境調和型
新製品の
売上高比率

地球環境調和型
新製品売上高（※１）＝
製品売上高（※ 2）

（※1） 2002年度以降認定された
         地球環境調和型製品の当該年度の売上高

（※2） 当該年度の製品売上高合計

廃プラスチックや廃木粉、廃タイヤゴムなどを再利用し製品化
しています。
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地球環境調和型製品・施工事例紹介
再生材の利用

太陽エネルギーの利用

機能付加による環境負荷の低減

再生材の利用による環境負荷の低減

太陽電池駆動で環境対策（CO2削減）が可能

アルミ樹脂複合板による騒音低減

再生材の利用と優れた耐久性による環境負荷低減

太陽電池使用でCO2排出量削減に貢献

効果的な騒音の低減

充填材には再生ゴムチップを使用しています。また、高い
温度抑制効果をもつクールヤーンを採用。ヤーンの温度上
昇を抑え、より快適にご使用いただける製品です。

（千葉県浦安市）

夜間の面発光でドライバーだけでなく、歩行者、自転車にも
分かりやすく注意喚起します。
太陽電池で駆動するため、地球にもやさしい製品です。

（福島県相馬市）

工事現場から生じる騒音を軽減するアルミ樹脂複合板の軽
量・高耐久性能が評価され、高層ビル解体工事の新工法に採
用されました。

（東京都大田区）

廃プラスチック再生材と廃木粉を主原料としています。優
れた耐久性で空間ニーズに応える人工木材により魅力ある
素材空間をコーディネートします。

（静岡県掛川市）

太陽電池一体型ルーフ、LED導光板照明を採用。
低炭素な街づくりに貢献します。

（福岡県北九州市）

非常用発電施設の騒音対策。防音機能を備えためかくし塀
が周辺環境への騒音の影響を抑えます。

（福島県郡山市）

ドリームターフRS+2065

仮設防音パネル「ビルガード」 防音めかくし塀PS-4型

セイフティブライト 330

オレンジウッドパーゴラ

ソーラー発電シェルター「エコシェル」
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地球環境調和型製品の取り組み

産業・生活関連事業分野

街路・住建関連事業分野

自発光（面発光）標識　「セイフティブライト 330」

コンパクトソーラーライト照明灯  「SLJ1-126C」

手に優しく、開梱後のバンドも
かさばらない全く新しいタイプの自動梱包機用バンドです

■原油削減量換算

（※１）本製品を商用電源でまかなうと仮定した時の年間負荷消費電力量（約9.1kWh）に、CO2排出係数
（0.000555t－CO2/kWh：特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の策定に関する省令「平成18年
経済産業省・環境令第３号」）を乗じて算出

『環境負荷低減効果』
■CO2削減量換算

太陽電池式、面発光（夜間点滅）と再帰反射により、夜間も昼間と同じ色彩･
形状でドライバーはもちろん自転車、歩行者にも注意喚起します

高効率太陽電池モジュールの利点を活かしたコンパクトな
ソーラーライトです

●やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。
●バンド特有の反発を抑えているため、開梱後にかさばるバンドのゴミも結んで
　コンパクトに廃棄できます。
●やわらかくても、今お使いの自動梱包機 （※１）及び半自動梱包機でご使用いただ
　けます。
●長尺巻き仕様によりバンド交換頻度が低減、作業効率がアップします。

当社独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約10％削減
することができます。(15mm ゆうバンドと15.5mmＪタイプとの比較)

環境に配慮した「リターナブルコア」の採用と長尺巻仕様によりご使用後の廃棄物
（外装紙・紙管等）が約75％削減できます。(15mmゆうバンドと15.5mmＪタイプとの比較)

※リターナブルコアは、最終的に当社にてリサイクル処理致します。お客様では廃棄物として発生致しません。

■太陽電池式で長時間の面発光（夜間点滅）を実現しました
　昼夜を問わずに見慣れた「止まれ」の赤色と逆三角形で、ドライバーだけでなく、歩行者、自転
　車にも分かりやすく注意喚起します。
■反射+発光の「ハイブリッド標識」です
　ヘッドライトでの再帰反射と歩行者、自転車にも見やすい面発光（夜間点滅）の２つの機能を
　併せ持つ高機能標識です。

PPバンド生産時

バンド廃棄時

副資材削減・輸送時

CO2 排出量（kg-CO2 )
0 500 1,000 1,500 2,000

約10％削減約10％削減
従 来 品

ゆうバンド

当社15.5mm
Ｊタイプ紙管品

紙管

外装紙など紙系資材

外装用結束バンド

廃棄物（kg)
0 5 10 15

約７５％削減約７５％削減

（ ）
従 来 品
当社15.5mm
Ｊタイプ紙管品（ ）

ゆうバンド

（※１）：大型アーチ及び特殊梱包機には対応できない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。

都市環境関連事業分野

コンパクトソーラーライト1基あたりのCO2削減量は年間
約5.0kgになります。 （※１）

コンパクトソーラーライト1基で原油を年間約2.2L節約す
ることに相当します。 （※2）

（※２）本製品を商用電源でまかなうと仮定した時の年間負荷消費電力量（約9.1kWh）に、原油換算係数/原油発電
量（0.243L/kWh：太陽光発電導入ガイドブック（新エネルギー・産業技術総合開発機構））を乗じて算出

■住宅地、生活圏道路の安全対策に
　生活圏周辺の安全対策に、歩行者、自転車にも見やすい
　発光機能と電源引き込みが不要な太陽電池式により、対
　象箇所への設置が容易です。

従来品との比較（夜間の見え方）

■ 従 来 製 品

サンフラッシャー ELフラッシャー
Ⅲ

ELフラッシャー
Ⅱ

セイフティブライト 330

60,000ｍ ご使用時の廃棄物削減量比較 60,000ｍ ご使用時のCO2排出量比較
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ソーラー発電シェルター　「エコシェル」
環境・災害対応・節電に貢献する、ひと中心の低炭素な街づく
りの実現に向けた太陽電池・屋根一体型の発電装置を備えた
シェルターです

自然の力を利用して水を気化させる
「自然気化方式」のため電気を必要とし
ない加湿器です

クール機能搭載人工芝
「ドリームターフ“cool”シリーズ」

■抜群の耐久性･起毛性に温度抑制機能を備えた、
　次世代ロングパイル人工芝です
　「PT RS+」のモノフィラメントヤーンは、一般的な人工芝に使われるヤーン
　をはるかに上回る「日射反射性能」を備え、
　ヤーンの温度上昇を抑えます。

■しなやかさと強さを両立したオールラウン
　ドタイプに温度抑制機能を搭載しました
　2種類のモノフィラメントヤーンを採用し、
　天然芝のような自然な表面を実現。野球、
　サッカーをはじめとするあらゆる競技に
　幅広く使用することが可能です。

■コップ１杯分の自然蒸発量の約20倍の加湿効果
　ミゾを施した特殊な繊維を採用することで、水を表面に保持しやすくし、水分
　を多く蒸散させます。

■スリットカバー付き
　スリットカバーの採用で、トレイにホコリなどが入
　りにくく、製品に当たった際や持ち運びの際も水が
　こぼれにくくなります。

■抗菌抗カビ加工済
　フィルターには抗菌抗カビ処理が施されており、カ
　ビや細菌の増殖を防ぎます。　

■太陽電池一体型ルーフ
　クリーン発電でCO2排出量の削減に貢献するとともに、ムダのない構造で景
　観性にも優れます。

■LED導光板照明
　省電力で環境にやさしく、低グレアで高　
　齢者や視覚障がい者にやさしい照明です。

■非常用電源機能
　パワーコンディショナーの自立運転機能　
　により、非常電源として活用可能です。

『 PT RS+ 』

『 RX 』

スリットカバー

SEKISUI・自然気化式ECO加湿器
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生産部門のエネルギー使用量、CO2排出量削減への取り組み

節電･ピーク電力削減への取り組み

エネルギー使用量、CO2、廃棄物排出量削減への
取り組みを進めています
エネルギー使用量・CO２・廃棄物排出量の削減を環境経営の重要課題と位置づけ、
生産・オフィス部門でさまざまな取り組みを行っています。

エネルギー使用量・CO2 ・廃棄物排出量削減への取り組み

生産部門のエネルギー使用量、
CO2排出量削減への取り組み
各生産事業所において、生産プロセスや、空調･

照明設備等の改善･適正管理を行い、生産時のエネ

ルギー使用量削減・CO2排出量の削減に取り組ん

でいます。

2011年度の実績は、エネルギー使用量原単位

23.0%削減（2005年度比）、CO2排出量原単位

26.9%削減（2005年度比）できました。

第４次環境３カ年計画目標達成に向けて、生産

プロセスの改善や省エネ型照明設備への切り替

え、エネルギーの見える化･節電対策など、ハード･

ソフトの両面から取り組みの強化をはかっていき

ます。

節電・ピーク電力削減への取り組み
2011年3月に発生した原発事故により、2011年

度は、全国的に電力供給不足となり、産業界にとっ

て非常に厳しい年になりました。

積水樹脂グループは、電力不足が懸念される中、各

電力会社が設定した節電目標に対応・協力すべく、

ピーク電力削減に向けて省エネ機器導入の前倒し

やピーク時間を避けた生産などに取り組みまし

た。また、各事業所に設置してある電力デマンド監

視装置で、電力使用量をリアルタイムに計測して

おり、設定しておいた電力量に近づいた際には警

報などにより通知し、所定の設備や機器を停止す

ることでピーク電力削減に取り組みました。

これらの取り組みにより、各工場においては

2010年 度 比 で 夏 季 約12～18％、冬 期 約7～

12％のピーク電力を削減することができました。
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生産事業所における廃棄物削減の取り組み

有価物も含めた廃棄物の削減に取り組
んでいます
2010年度より、「排出物」の削減を目的として、有

価物を含めた廃棄物の削減目標を設定し、取り組み

を行っています。

各生産事業所においては、生産工程における歩留

まり改善・不良率の低減活動を推進し、2005年度

比での削減量は34.6％となりました。今後、第

4次環境3カ年計画の達成に向けて更なる「3

Ｒ」（Reduce：廃棄物の発生抑制、Reuse：再使用、

Recycle：再資源化）活動の強化をはかっていきます。

場内循環利用
991トン

排出量
3,654トン

有価売却
1,685トン

埋立・焼却
32トン

社内焼却
0トン

再資源化
946トン 廃棄物

978トン
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廃棄物排出量と原単位

TOPICS

広島東城工場、東北積水樹脂（株）
では、（財)省エネルギーセンター
が実施する省エネ診断を受診しま
した。診断の中で提案していただ
いた省エネ対策を積極的に導入
し、省エネ活動に繋げています。

省エネ診断を活用し、省エネ推進！

オフィスにおける省エネルギーの推進
オフィス部門における省エネ･節電の取り組みと

して、OA機器の省エネ機種への更新や照明の間引

き・消灯管理、自動販売機類の集約･節電対応等を

推進しました。2011年度のCO2排出量削減実績

は、2005年度比で約29%削減となりました。

また、継続的な省エネ活動として「クールビズ推

進」・「パソコン・ディスプレーの省電力モード化」

等、共通指針を設定し、当社グループ全体で取り組

んでいます。

広島東城工場省エネ診断
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2011年度のPRTR対象化学物質排出量・移動量

環境中への排出削減の取り組みや原材料の変更により
化学物質による環境影響の低減に努めています

化学物質排出・移動量削減の取り組み

PRTR法（※１）に基づく対象物質排出量・移動量の集計結果は以下のとおりでした

PRTR 対象化学物質名 単位

2011 年度実績

取扱量

排出量 移動量

場内無害化
（※２）大気への

排出量
公共用水域
への排出

当該事業所
における

土壌への排出

下水道への
排水の移動

廃棄物の
当該事業所の
外への移動

エチルベンゼン トン 28.2 3.5 0.0 0.0 0.0 2.0 22.7

キシレン トン 30.1 5.0 0.0 0.0 0.0 1.7 23.4

６価クロム化合物 トン 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

１，３，５－トリメチルベンゼン トン 4.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 4.0

トルエン トン 11.2 4.9 0.0 0.0 0.0 6.2 0.1

鉛及びその化合物 トン 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

フタル酸ビス（２－エチルヘキシル） トン 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

メチルナフタレン トン 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

合計 トン 109.8 13.8 0.0 0.0 0.0 10.1 53.2

年間取扱量が全社合計で0.5トン以上のPRTR対象物質について記載

化学物質排出量・移動量削減への
取り組み
PRTR対象化学物質の削減のために、対象化学物質の

非含有タイプ原材料への切り替えや、製造プロセス

における使用効率の改善などに取り組んでいます。

また、積水樹脂グループ共通の化学物質管理の指針

により、当社グループ全体で、化学物質の使用量管

理、紛失・盗難防止の強化にも努めています。

第４次環境３カ年計画では、2012年に化学物質排

出量・移動量を2008年度比で15％削減するという

目標を設定しています。2011年度の化学物質排出

量・移動量は2008年度比で14.3％削減しました。

（※１）PRTR法

PRTR法とは正式名称を「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」といいます。人の健康や生態系に有害なおそれ

がある化学物質について環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量

を事業者が自ら把握して、行政に報告し、さらに行政は事業者からの報告や

統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度です。

（※２）場内無害化

製造プロセスにて発生した溶剤ガスを焼却分解し無害化したものです。

移動量（トン）
排出量（トン）
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（注）年間取扱量が全社合計で0.5トン未満のPRTR対象物質も含めていますので、

　　上記の表の数値とは一致しません。
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リサイクルへの取り組み

広域認定制度を活用した公共用製品のリサイクルへの取り組み

使用済製品の回収・リサイクルに取り組んでいます
積水樹脂グループは、一部の製品で広域認定制度の認定を取得し、使用済製品の回収・リサイクルに
取り組み、限られた資源を有効に活用するとともに、CO2の削減に貢献しています。

使用済みの樹脂製視線誘導標を
14.7トン回収・再生しました
(2011年度の実績）

当社グループは、資源の有効利用・廃棄物削減のた

め、当社独自素材であるジスロンパイプを使用した

樹脂製視線誘導標（デリニェーター・スノーポール）

について広域認定制度の認定を取得しています。 
(認定日：2008年6月12日、認定番号：第145号)

広域認定制度に基づくリサイクルシステムを構築

し、使用後廃棄処理される樹脂製視線誘導標を、再

度原料として活用することで、建設廃材を他分野

に流出させず、確実な環境負荷低減をはかってい

ます。

2011年度は、東日本大震災の影響もあり、回収・

再生量が減少しましたが、今後も継続して公共用

製品のリサイクルを推進していきます。

CO2排出量削減にも貢献しています
使用済品の回収から再生原料化の過程で発生する

CO2は、バージン原料製造（資源採掘･採取から原

料製造）の過程で発生するCO2の約半分です（※１）。

広域認定制度に基づくリサイクルを実践すること

で、CO2排出量削減にも貢献しています。

2011年度の回収･削減実績から試算した
CO2削減量 ： 約8.4トン（※２）

（50年杉　約600本分の年間CO2吸収量に相当（※３））

（※１）

（※２）

(※３)

バージン原料１kgあたりのCO2排出量：1.43kg
(プラスチック廃棄物の処理･処分に関するLCA調査研究報告書

（プラスチック処理促進協会）より)

再生原料１kgあたりのCO2排出量：0.71kg
(2008年度の回収･再生実績を基に各工程でのCO2排出量を算出)

CO2削減量は、再生原料（樹脂）重量（11.6t）に、0.72kg（バージ
ン原料と再生原料の1kgあたりのCO2排出量の差）を乗じて算出
しています。

50年生のスギ人工林１本当りの年間CO2吸収量を約14kg（岐
阜県の収穫予想表に基づく試算値）として試算しています。

（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省・農林水産省 林野庁作成
のパンフレットより抜粋。）

回収・再生実績

広域認定に基づくリサイクルの対象製品
①デリニェーター   ②スノーポール

広域認定制度とは？
製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該
製品の製造、加工、販売等の事業を行う者が広域に行うことに
より、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されるこ
とを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地
方公共団体毎の許可を不要とする特例制度です。　

再生不可部分
再生原料（金属類）
再生原料（樹脂）
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分解・破砕作業 

再生原料製造  

デリニェーター・スノーポール再生 
回収・仕分け作業 

製造 
除雪基地等 

回収 

製品循環 
　フロー 

製 品 設 置  

押出し成形

製品の加工・組立・出荷 寿命を終えた製品

回収作業

リサイクル部分を分別

破砕作業

ペレット

① ②



環境・社会報告書 201227

環
境
報
告

滋賀工場

サイトレポート

滋賀製造所
所 　 在 　 地：滋賀県蒲生郡竜王町大字西川字下中筋1321
主要生産品目：防護柵・交通安全資材・人工木材・シェルター
設 立 年 月：1971年５月
敷 地 面 積：61,569㎡

竜王鏡製造所
所 　 在 　 地：滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡字谷田731－1
主要生産品目：防音壁・メッシュフェンス・高欄・装飾建材
設 立 年 月：1987年６月
敷 地 面 積：129，415㎡

滋賀製造所 竜王鏡製造所(竜王）

竜王鏡製造所(鏡）

森林保全活動の様子

ピーク電力削減への取り組み
電力会社からの節電要請に対し、コンプレッサーのイン
バーター化や照明設備のLED化などの設備投資と、デマ
ンド監視装置によるピーク電力の監視を行いピーク電力
削減に取り組みました。その結果、ピーク電力を7％以上、
年間電力使用量を8％削減することができました。

ヘルメットのリサイクル
これまで使用済みのヘルメットは汚れや損傷が軽いも
のは内装を取り替えて再利用してきましたが、それ以外
のものについては産業廃棄物として処理してきました。
2011年度より購入業者のリサイクルシステムを活用す
ることで、ヘルメットの産業廃棄物をゼロにすることが
できました。（使用済みのヘルメットは購入業者の冷暖房
システムのエネルギーとして再利用されます。）

 

環境貢献活動
2010年度より、「琵琶湖森林づくりパートナー」に参画
しています。2011年11月に植林活動を実施し、350本
のスギや広葉樹の苗木植えや、獣害対策のネット掛け作
業を通じて、森林保全活動
の重要性を学びました。
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生産時のエネルギー使用量（GJ）
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有価物（有価物として売却した量）
廃棄物
廃棄物発生量原単位（トン/ 百万円）

生産時のエネルギー使用量、エネルギー使用量原単位 生産時のCO2排出量、CO2排出量原単位 廃棄物発生量、廃棄物発生量原単位

活動報告

主要な環境パフォーマンスの推移
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土浦つくば工場

土浦製造所
所 　 在 　 地：茨城県土浦市東中貫町2－2
主要生産品目：路面標示材
設 立 年 月：1968年5月
敷 地 面 積：31，811㎡

つくば製造所
所 　 在 　 地：茨城県牛久市桂町2200－3
主要生産品目：メッシュフェンス・手摺関連製品
設 立 年 月：1990年5月
敷 地 面 積：56，353㎡

土浦製造所

つくば製造所

総合訓練の様子 非常用飲料水の確保 緑のカーテン 油圧ユニットインバーター化

防災への取り組み
東日本大震災を教訓に、夜勤者避難対策や非常時備品整
備を実施しています。また、万が一の災害発生時には従
業員が速やかに対応できるよう、消防・避難訓練含めた総
合訓練を実施しています。

＜夜勤者避難対策＞
  ・非常灯の追加･見直し
  ・非常灯の定期点検を基準化

＜非常時備品整備＞
・各現場作業者用
  ハンドライト設置
・非常食の確保
・非常用飲料水の確保

環境への取り組み
東日本大震災による電力供給不安による節電意識の向
上から、事務所空調の負荷低減のために緑のカーテンを
設置するとともに、設定温度の見直しなど、従業員の運
用管理方法の見直しを行いました。生産設備において
も油圧ユニットなどのインバータ化など、省エネ機器へ
の変更を推進し、生産量は増加しましたが電気使用量を
削減することができました。 
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生産時のエネルギー使用量、エネルギー使用量原単位 生産時のCO2排出量、CO2排出量原単位 廃棄物発生量、廃棄物発生量原単位

活動報告

主要な環境パフォーマンスの推移
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石川工場 

サイトレポート

石川工場
所 　 在 　 地：石川県能美市吉原釜屋町口－1
主要生産品目：梱包資機材・農業資材
設 立 年 月：1972年４月
敷 地 面 積：68，078㎡

石川工場

工場見学会 石川県立工業高校 

リサイクルへの取り組み
石川工場では、地元NPO法人「作業所連合福祉作業所は
まなす」と協力し、回収されたペットボトルキャップのリ
サイクルに取り組んでいます。
2011年度は、ペットボトルのキャップから得られた再
生原料約2.5トンを使用し農業製品（軸受けホルダー）、
支柱用キャップを生産しました。
再資源化による、省資源効果はもちろんのこと、廃棄物を
地元で回収・再生し、製品化することで、物流過程で発生
する温室効果ガスも最小限に抑えることができます。
また、この取り組みを通じて地元諸団体とのコミュニ
ケーションにも貢献しています。

省エネルギーへの取り組み
場内照明の水銀灯から蛍光灯への切り替えや、設備の生
産設備（チラー）の冬期運転停止など行い、電力使用量を
前年比で5.9％削減することができました。
また、デマンド監視装置を活用することでピーク電力の
削減にも貢献できました。

工場見学会を毎年開催
工場の活動･環境への取り組
みなどを理解していただくた
めに、地元高校の工場見学会
を毎年開催し、交流を深めて
います。
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廃棄物
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生産時のエネルギー使用量、エネルギー使用量原単位 生産時のCO2排出量、CO2排出量原単位 廃棄物発生量、廃棄物発生量原単位

主要な環境パフォーマンスの推移

活動報告

リサイクルフロー

使用済
ペットボトル

キャップ
回　収

分　別 破　砕 洗　浄 再生原料化

協力会社作業所連合 福祉作業所 はまなす 石川工場

製　造

農業製品 枝受けホルダー 支柱用キャップ



30環境・社会報告書 2012 30

環
境
報
告

積水樹脂プラメタル株式会社

本社工場
所 　 在 　 地：長野県上伊那郡辰野町大字小野795－１
主要生産品目：機能面材・アルミ樹脂複合板
設 立 年 月：1966年６月
敷 地 面 積：20，470㎡

関東工場
所 　 在 　 地：茨城県牛久市桂町2220－3
主要生産品目：機能面材・アルミ樹脂複合板

本社工場

関東工場

森林保全活動の様子 AED救命措置 講習会

環境貢献活動
2011年９月１日に長野県の仲介により、長野県辰野町
と「森林（もり）の里親協定」を締結しました。第１回目の
森林整備体験活動を９月18日に、長野県上伊那郡辰野町
の大城山にある七蔵寺町有林で行いました。当日は晴天
にも恵まれ、全員一丸となってツツジの周りの灌木の切
り出しや、下草刈り作業を実施しました。

防災への取り組み
昨年発生した東日本大震災を受けて、今までは火災を想
定した防災訓練でしたが、昨年度は震災を想定した防災
訓練を実施しました。また、非常時に必要な備品の見直
し・整備を行い不測の事態に備えています。全従業員を
対象にした救急法の訓練も毎年実施しております。今後
も継続していきます。
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生産時のエネルギー使用量、エネルギー使用量原単位 生産時のCO2排出量、CO2排出量原単位 廃棄物発生量、廃棄物発生量原単位

主要な環境パフォーマンスの推移

活動報告
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■積水樹脂グループ企業行動指針
＜人権の尊重＞
  1. 国内・外を問わず人権を尊重し、平等・公平に行動するとともに、従業員のゆとりと豊かさを
      実現し、安全で働きやすい職場環境を確保します。

 ＜社会的責任＞
  2. 顧客のニーズにかなう安全な製品・サービスを提供するとともに、正しい製品情報を適確に
      提供し、顧客の信頼と満足を獲得します。 
  3. 公正かつ適正な取引関係の上に取引先との信頼関係を築き、相互の発展を図るとともに社
      会的信頼を高めます。 
  4. 株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開      
      示します。 

 ＜法令等の遵守＞
  5. あらゆる企業活動において法令・社内ルール等を遵守し、公正な企業活動を遂行します。 
  6. 個人情報や会社の機密情報は厳正に管理します。 
  7. 政治・行政とは健全かつ透明な関係を維持します。 

 ＜反社会的勢力への対応＞
  8. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関係をもちません。 

 ＜社会・環境との調和＞
  9. 国内・外を問わず、その文化や習慣を尊重し、地域社会との共生を目指します。 
10. 環境問題への取り組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、積極的に推
　　進します。 

これからも社会から信頼され続ける企業であるために
積水樹脂グループは企業の社会的責任（CSR）を果たすため、企業人としてどのように行動すべきか
を定めた「積水樹脂グループ企業行動指針」に基づき、CSR活動を進めています。

社会性報告

積水樹脂 竜王製造所内 性能確認試験走路「道夢道」

走踏試験

落錘衝撃試験

視認性確認試験

音響測定試験



32環境・社会報告書 2012 32

社
会
性
報
告

積水樹脂グループは企業の社会的責任をはたすべく、
主に以下の事項に取り組んでいます

社会性報告 ハイライト

労働安全衛生活動 品質管理活動

従業員と社内風土 社会貢献活動・コミュニケーション活動

コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス体制

全従業員が健康で安全に事業活動を
推進できるよう、職場環境づくりに
取り組んでいます

未来を拓く、クリエイターを
限りなく輩出する風土づくり

経営基盤であるコーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアン
ス体制の強化をはかっています

お客様に満足いただける製品を提供
するため、全社で品質管理活動に取り
組んでいます

ステークホルダーのみなさんから信
頼され、愛される企業を目指します

当社グループは、全従業員が健康で安全に事
業活動を推進できるよう、安全衛生方針を定
め、各種安全衛生活動を推進しています。

安全と健康に配慮した環境を確保し、キャリ
ア開発を積極的に支援することで、従業員と
会社が共に継続的に成長できる組織風土づ
くりに努めています。

これからも社会から信頼され続ける企業であるために、経営基盤であるコーポレートガバナンス、
リスクマネジメント、コンプライアンス体制のさらなる強化をはかっています。

開発･設計･製造部門を通して一貫した品質
管理体制を構築し、製品の品質向上に取り組
んでいます。

ステークホルダーのみなさんから信頼され、
愛される企業を目指し、社会貢献活動やコ
ミュニケーション活動を進めています。

（主な取り組み）
・外部機関による安全診断
・安全衛生教育の実施

（主な取り組み）
・海外研修制度の創設
・SJC塾

（主な取り組み）
・内部統制システムの基本方針の見直し
・災害対策備品等の備置拡充

（主な取り組み）
・ISO9001認証取得の継続
・製品品質の評価･改善

（主な取り組み）
・東日本大震災の被災地への支援活動
・地域に根ざした社会貢献活動
・決算説明会の実施

詳細報告
33ページ

詳細報告
34ページ

詳細報告
35ページ

詳細報告
37ページ

詳細報告
39ページ
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外部機関による安全診断
中央労働災害防止協会による安全診断を、毎年、主

要生産事業所を対象に実施しています。この安全

診断で発見された不具合･指摘事項については、水

平展開を含めて速や

かに是正を行い、不安

全箇所の撲滅、安全な

職場づくりに役立て

ています。

AED救命措置 講習会

安全診断

消火訓練

健康運動教室

ゼロ災リーダー研修

安全衛生方針

主な取り組み

労働災害の発生状況

全従業員が健康で安全に事業活動を推進できるよう、
職場環境づくりに取り組んでいます
積水樹脂グループは、全従業員が健康で安全に事業活動を推進できるよう、安全衛生方針を定め、
各種安全衛生活動を推進しています。

労働安全衛生活動

安全衛生方針を定め、各種安全衛生活動を推進して

います。

「メンタルヘルスケア研修」の実施
「健康増進法」の法制化を踏まえ、生活習慣病の予

防に取り組んでいます。全ての従業員が健康を維

持していけるように、定期健康診断を実施し、二次

検診や精密検診、保健師による定期的な健康相談

を行っています。

また、滋賀工場においては、年間を通じた「メンタ

ルヘルスケア研修」

や、健康運動教室を

開催し、全従業員を

対象とした心身の

健康管理を進めて

います。

2011年度は、当社グループ全体で休業災害が1

件、不休災害が３件発生しました。災害が発生した

事業所では、原因を追究するとともに直ちに再発防

止対策を講じています。安全衛生方針

積水樹脂グループ全従業員が健康で安全に事業活動
を推進できるよう、職場環境づくりに取り組みます。
① 全従業員が「安全最優先」のもと行動します。
② 労働安全衛生に関連する法令及び各事業所で規程
    されるルールを遵守します。
③ 安全衛生活動の継続的改善に努めます。

データ編：労働災害の発生状況の5年間の推移は45ページ

ゼロ災リーダー研修
従業員安全教育の一つとして、毎年、「ゼロ災イン

ストラクター」を招いて「ゼロ災リーダー研修」を

開催し、各現場での安

全リーダーを養成して

います。1999年より

毎年開催し、累計160

名のゼロ災リーダーを

養成しました。

安全・衛生教育
重大な影響を及ぼす事故や自然災害等の緊急事態

に備え、消防訓練や防災訓練を定期的に行ってい

ます。また、社内マニュアルに基づき、自然災害対

策備品を備蓄しています。AEDを設定している事

業所では、AEDを使った救命措置の講習会を行い、

全員が緊急時に取り扱えるよう定期的に訓練して

います。
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推進体制

主な取り組み

お客様に満足いただける製品を提供するため、
全社で品質管理活動に取り組んでいます
開発･設計･製造部門を通して一貫した品質管理体制を構築し、製品の品質向上に
取り組んでいます。

品質管理活動

品質管理委員会を設置しています
各生産事業所ごとに品質管理委員会を設置してい

ます。この委員会では、品質改善やお客様に満足し

ていただける製品作りのため、年度ごとに品質目標

･重点実施項目・推進計画を定め、実施状況の管理･

フォローを行っています。

品質マネジメントシステム体制
主要生産事業所では、ISO9001に基づく品質マネ

ジメントシステムを構築し、認証登録を継続してい

ます。

製品品質の評価･改善
大規模試験走路「道夢道」には「走踏試験機」や「落

錘試験機」、「音響測定試験棟」などの大型試験設備

があります。

製品開発では、これらの試験機を活用し、実物での

製品安全性や耐久性の検証を行い、製品品質の評

価･改善を行ってい

ます。  

また、原材料や製品

中の材質などを自社

にて分析できる体制

を整備しています。

クレームへの対応と再発防止
お客様からのクレームは、各営業部門にて受け付け

た後、品質管理部門、製造部門、技術スタッフ部門が

協力して再発防止のための調査･対策を実施してい

ます。再発防止対策の実施後は、効果の確認を行い

対策の妥当性を検証しています。

品質情報の共有化
クレーム発生状況やPL情報については、社内イン

トラネットを活用し、品質管理情報として共有化し

ています。また、公的な認証等を取得している製品

の情報についても共有しています。

品質情報の共有化
PL法は、製造物の欠陥によって、人の生命、身体、財

産に被害が生じた場合に、製造業者に損害賠償責任

を課すものです。PL事故予防のために、以下の取り

組みを行っています。
（１）製品開発段階での危険性予測

製品に潜在的に存在する危険性を製品化の各段階で
チェックし、製品設計に反映させています。

（２）取扱説明書・カタログのPLチェック
「取扱説明書作成ガイドライン」を整備し適切な取扱説明
書の作成に役立てています。また、取扱説明書・カタログ
の表示を事前にチェックし、使用者へ正しい安全情報を
提供することに努めています。

（３）PL社内監査
PL社内監査を毎年実施しています。PL事故予防への取組
状況について監査し、 不具合事項があれば改善の指示・指
導を行っています。

データ編：ISOの認証取得状況は46ページ

顧　客 営業部門 品質管理部門 製造部門・技術スタッフ部門

クレーム

クレーム受付
クレーム連絡票発行

内容確認・顧客報告

連絡票受付

内容確認・不具合是正 原因調査・再発防止対策検討

再発防止対策実施効果の確認とフォロー

内容確認、クレーム応急対応

報告受理

■クレーム対応フロー

ICP発光分析装置による金属元素の分析
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人権を尊重した企業経営

従業員・組織の活性化

未来を拓く、クリエイターを限りなく輩出する風土づくり
今日の積水樹脂グループはもちろん、これからの当社グループをつくりあげていくのは従業員一人
ひとり、すなわち「人財」です。安全と健康に配慮した環境を確保し、キャリア開発を積極的に支援
することで、従業員と会社が共に継続的に成長できる組織風土づくりに努めています。

従業員と社内風土

事業活動に関わるすべての人の人権を尊重するための理解と啓発に取り組んでいます。

従業員が仕事に誇りを持ち、自らチャレンジできる環境整備に取り組んでいます。

健全な労使関係
各事業所にて労務委員会を定期的に開催し、従業員

の意見・要望が活かされるよう努めています。また、

全従業員を対象に仕事へのやりがいや職場環境、人

事制度に対する「自己申告」を実施し、寄せられた声

から、組織の持つ強み・弱み、改善点を明らかにし、

各種制度や施策に反映させています。

社内公募制度
従業員一人ひとりの適性を見極め、最適な配置を最

適なタイミングで実現していくことは、重要な企業

戦略といえます。従業員のモチベーションを高め、

高い成果のアウトプットを期待するためには、会社

ニーズにおける異動に加え、本人の意志・適性との

マッチングをはかることが大切であることから、

従業員の意向を踏まえ、“自ら手を挙げる”異動・配

置の施策として「社内公募制度」を導入しています。

今後も、従業員のキャリア形成とチャレンジできる

風土づくりを支えるため、積極的に取り組みます。

社内表彰制度
従業員の業務活動への意欲や成果を引き出すため

に、業績に貢献した従業員に対して創立記念業績表

彰を実施しています。毎年、社内で厳正な審査を行い、

従業員のモチベーションアップをはかっています。

多面観察調査
従業員の自己啓発をはかる施策として、「多面観察」を

実施しています。この調査では、自分の「特性」や「強み・

弱み」などを客観的に認識でき、個々が結果を受け入

れやすいことから、自己成長のツールとしています。

人権の尊重
企業活動の根幹をなすのは「ひと」であり、企業の内

外を問わず、その活動に関わるすべての人の人権を

尊重し、これを守ることは、企業の使命です。当社グ

ループでは、基本的人権の尊重の精神を遵守してい

くため、企業の社会的責任を自覚し、様々な研修を通

して、人権問題の理解と啓発に取り組んでいます。

当社グループの海外事業展開を担う人材の計画的
な育成を目的に、海外でビジネス経験を積む機会
を提供する海外研修制度が2012年度よりスター
トしました。
国際舞台で活躍したいと考える意欲の高い若手社
員の中から毎年2名程度を選抜し、6ヵ月～1年の
期間、海外関係会社などへ派遣します。
海外での生活、ビジネス体験を通して、異なる価値
観、異文化に触れ、仕事の視野を広げる研修制度で
す。グローバル化が進展するなか、従業員に海外
へ目を向けてもらうとともに、従業員のヤル気を
引き出す取り組みを推進しています。

海外研修制度の創設TOPICS

欧州 コア事業拡大

アジア新興国
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個々の可能性を引き出す人材育成

快適な職場環境づくり

自己啓発意欲をはかり、企業人としての良識と幅広い専門知識の獲得を目指す人材育成に取り組んでいます。

従業員がゆとりと豊かさを実感でき、いきいきと働ける職場環境づくりに取り組んでいます。

ワーク・ライフ・バランスの推進
従業員一人ひとりの仕事と家庭との両立を支援し、

多様な職場環境づくりを進めることにより、企業の

持続的発展に貢献することを目指しています。

年次有給休暇取得の推進を目指した「リフレッシュ

休暇制度」や育児休暇制度、育児短時間勤務制度な

ど、ゆとりと働きがいのある職場環境を創出してい

ます。

今後も、従業員一人ひとりのワーク・ライフ・バラン

スを重視した職場環境づくりに取り組みます。

技術教育研修
メーカーの生命線ともいえる「コア技術」は、大切な

財産です。

この貴重な財産を多くの人が共有し、確実に後世に

残していくために、従業員自らが講師となる社内ス

クーリング方式を採用し、“技術伝達”、“技能伝承”

を効率よく実施しています。

人材育成「SJC塾」
当社グループの将来を担う人材の育成が目的の

「SJC塾」では、経営マネジメントや経理知識、マー

ケティングなど経営全般にわたる幅広いテーマで

講義が行われます。関係会社を含む従業員の中か

ら、公募により選抜された塾生（毎年45名程度）は、

職級別に3クラスに分かれ、年間を通じて全３回

（12日程度）の講義を受講します。｢積水樹脂によ

る、積水樹脂のため」を実践すべく、社長をはじめ経

営陣自らが教鞭を執るなど「手造り」が特長です。

定年後の再雇用制度
定年退職者を対象に65歳まで再雇用する制度を設

けています。働く意欲があれば、培ってきた知識・

技術・能力を十分に活かすことができ、再雇用者と

会社の双方にメリットがあります。

また、定年後はゆとりある生活をしたいという従業

員の声を尊重し、勤務日数や時間を選択できる「サ

ムタイム勤務制度」も設けています。

障がい者雇用
障がいのある方への雇用機会拡大と職場定着を目

指し、障がい者と職場が相互に協力して能力を発揮

できる環境を、今後も継続して整えていきます。

SJC塾の様子 技術教育研修の様子
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各分野における社会貢献活動を積極的に推進しました

ステークホルダーのみなさんから信頼され、
愛される企業を目指します
積水樹脂グループは、ステークホルダーのみなさんから信頼され、愛される企業を目指し、
社会貢献活動やコミュニケーション活動を進めています。

社会貢献活動・コミュニケーション活動

企業は利益追求だけでなく、社会貢献も大いなる責任だと考え、各分野に対する社会貢献活動を積極的に推進
しています。

東日本大震災発生初期の取り組み
当社グループ会社からの義援金・支援物資
被災された方々の救援や被災地の復興に役立てて

いただくために、当社グループ会社からの義援金

として、１千万円の支援を行いました。

また、当社製品の

室内ものほしをは

じめ、食品トレー、

ポリタンクなどの

支援物資を被災地

に寄贈しました。

グループ役員・従業員の募金による支援
被災地や被災した仲間のために、今私たち一人ひと

りができることをしよう。このような思いから当

社グループでは震災発生直後より、各事業所におい

て募金活動を実施しました。活動の結果、415万

円の寄付が集まり、被災地や被災した従業員に対し

て義援金としてお渡しすることができました。

地域の行事への参加・協賛
各事業所の立地する地域で行われている行事に

参加・協賛することで、地域社会とのコミュニケー

ションをはかっています。

■ 主な地域社会への協賛

    ・ほたる祭り（長野県上伊那郡辰野町）
    ・ふれあい東城祭り （広島県庄原市）
    ・祖生ふるさとまつり（山口県岩国市） 

地域社会への貢献
清掃・美化運動の実施
当社グループの各生産事業所では、事業所近辺の道

路沿いや空き地のゴミ拾いなど、清掃や美化運動活

動を定期的に実施しています。

朝日新聞厚生事業団様に義援金を手渡しました 地域清掃活動（滋賀工場）

TABLE FOR TWOプログラムへの参加
当社は2008年5月から大阪本社の
社員食堂で、TABLE FOR TWOプ
ログラムに参加しています。
このプログラムは対象となる食事
を購入することで、1食につき20円
の寄付金が、TABLE FOR TWOを
通じて開発途上国の子どもの学校
給食になります。

BOOK MAGICの実施
大阪本社では、「BOOK MAGIC」
を年２回行っています。

「BOOK MAGIC」とは、不要な本
やCDを売却し、その売上をNPO
法人JENに寄付することで開発途
上国の教育サポートプログラムに
役立ててもらう取り組みです。

大阪本社での社会貢献活動TOPICS
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ステークホルダーとの積極的なコミュニケーションをはかっています
当社グループは、CSR活動をステークホルダーのみなさんに正しくお伝えするために、「環境・社会報告書」や
ホームページを活用し、情報を積極的に公開するとともに、展示会や工場見学会などを通じたコミュニケー
ションにも取り組んでいます。

ステークホルダーのみなさんへの情報公開
2002年度より毎年、環境への取り組みと実績を

掲載した「環境報告書」を発行しています。2005

年度からは、環境への取り組みに社会的活動の報

告を加え、タイトルを「環境・社会報告書」に改めて

発行しています。

また、当社のホームページでは、

「環境・社会報告書」の公開ととも

に、「東日本復興プロジェクト」の

紹介なども行っています。

グローバルなコミュニケーション
世界中のお客様とのコミュニケーションの機会と

して、45カ国以上から800以上のブースが出展

される世界最大の交通見

本市である「インタートラ

フィック2012アムステル

ダム」に当社の交通安全製

品を出展しました。

機関投資家等とのコミュニケーション
当社は、証券会社アナリスト、機関投資家、ファンド

マネージャー等に対する決算説明会を年２回開催

しています。

2011年度の決算説明会では、代表取締役より、決

算内容や年度計画、中期経営計画「JEX－2013」

の進捗状況、そして当社の社会貢献活動について

の説明を行い、当社へのご理解を深めていただき

ました。

地域のみなさんとのコミュニケーション
地域のみなさんに、工場の活動や環境への取り組み

等を理解していただくために、工場見学会、製品説

明会、就労体験を随時実施しています。

地域の小学生への工場見学会 （東北積水樹脂株式会社）

代表取締役が決算内容等を説明

インタートラフィック2012の様子

社内掲示板を活用していますTOPICS

当社は、イントラネットを通じて従業員同士が気軽に情
報交流ができる「社内掲示板」を活用しています。
この掲示板上で、従業員が業務において知りたいことや
困っていることを投稿すると、その答えや良い解決方法
を知っている従業員が、回答をしてくれます。
この掲示板の開
設 に よ り、情 報
の共有化が進む
とともに、従業員
同士のコミュニ
ケ ーシ ョン が 活
性化しています。
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コーポレートガバナンス体制

リスクマネジメント体制

経営基盤であるコーポレートガバナンス、リスクマネジメ
ント、コンプライアンス体制の強化をはかっています
積水樹脂グループは、これからも社会から信頼され続ける企業であるために、経営基盤であるコーポ
レートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス体制のさらなる強化をはかっています。

コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、コンプライアンス体制

経営環境の変化に対応するためには、効率的な経営が必要であり、そのための経営の透明性向上、意思決定の迅
速化を進めるうえで、コーポレートガバナンスの確立が重要だと考えます。

事業活動全般にわたって生じうるリスクの発生防止に努めるとともに、重大なリスクが発生した場合には迅
速・適確な対応をはかるため、全社的な方針や体制を整備しています。

コーポレートガバナンス体制
当社では、経営責任を明確にするため、取締役の任

期を1年としているほか、社外取締役1名を選任し、

取締役会における監督機能の強化と意思決定の強

化をはかっています。

また、取締役会が決定した方針を適確・迅速に執行

するため、執行役員制度を導入しているほか、取締

役会の効率性を確保するため、原則として社内取締

役によって構成される経営会議において、常勤監査

役出席のもと、十分な事前審議を行っています。

そして、監査役会は４名で構成しており、うち２名

が社外監査役です。監査役会は定期的に開催され、

監査結果等について報告・意見交換がなされてい

ます。

リスクマネジメント体制
当社グループは、全社的な方針に基づくリスク管理

体制を構築しています。

また、「品質」、「安全」、「環境」に関するリスクについ

ては、それぞれ専門の委員会を設置し、その他のリ

スクについては各担当部署においてリスクの管理

を行なっています。

危機管理マニュアル
当社グループを取り巻くリスクが現実となった場

合の連絡や対応の手順を明確にし、社会に対する

責任を果たすとともに、会社の被害・損失の最小化

と企業活動の早期回復をはかるため、「危機管理マ

ニュアル」を定めています。

このマニュアルでは、大規模災害、製品事故、法令

違反など個々のリスクに応じて、それぞれの対応

の手順を定めています。なお、環境の変化に対応す

るため、必要に応じ

て、このマニュアル

の内容を見直してい

ます。

株主総会

各事業所・関係会社

選任・解任

選任・監督

選任・解任

(業務・会計監査）

(会計監査）

選任・解任

取締役会
取締役

代表取締役社長

監査役
監査役会

会計監査人

経営会議
コンプライアンス委員会

全社環境社会委員会
（環境・CSR）

品質管理委員会

監査室

安全衛生委員会

PL委員会

政策会議

関係会社社長会

選
任

報
告
連
携

監査

報告

執行役員
執行役員会

(2012年６月28日現在）

項 目 委員会名称 委員会の取り組み

品 質 品質管理委員会 製品の品質管理に関する
取り組みの推進

安 全 安全衛生委員会 工場の労働安全衛生環境に
関する取り組みの推進

環 境 全社環境社会委員会 環境・社会活動に関する
全社方針・計画策定・施策の審議

危機管理マニュアルの一部
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コンプライアンス体制

2011年度の主な取り組み

当社グループは、コンプライアンスを「法令や社内ルールを守ることはもちろん、企業倫理に基づき誠実に行動

すること」ととらえ、一人ひとりが、日々の業務の中でコンプライアンスを実践しています。

2011年度の主な取り組みは以下の通りです。

コンプライアンス体制
当社グループのコンプライアンスについては、管理

部門管掌取締役を委員長とする「コンプライアンス

委員会」が統括・推進するとともに、当社グループ各

事業所に「コンプライアンス責任者」を置き、コンプ

ライアンス体制の維持・強化をはかっています。

また、2005年より、不正、違法、反倫理行為の早期

発見と迅速な是正のために、当社グループの全役職

員が利用できる「社内通報制度」を導入しています。

コンプライアンス定期報告
コンプライアンスに関する問題の未然防止・早期発

見をはかるとともに、全社的な施策の検討・実施に

活用するため、各事業所のコンプライアンス責任者

からコンプライアンス委員会へ活動状況や課題等

を定期的に報告する仕組みを構築しています。

コーポレートガバナンスに関する取り組み
・内部統制システムの基本方針の見直し

リスクマネジメントに関する取り組み
・危機管理マニュアルの見直し

・災害対策備品等の備置拡充

コンプライアンスに関する取り組み
・情報漏えい対策についての従業員啓発活動

・下請法遵守のための相談月間の実施

・諸団体への入会、寄付、賛助広告を通じて、法令
  違反行為（またはそのおそれ）がないか、一元的に
  チェックを実施

内部統制システムに、
「反社会的勢力との関係遮断」
を明確に位置づけました。

TOPICS

通報
報告・相談

取締役会 監査役会

社長

経営会議

総務・CSR室

積水樹脂 関係会社

（社内通報制度）
SJCコンプライアンス
サポートネットワーク

従業員

コンプライアンス委員会

コンプライアンス責任者

従業員

コンプライアンス責任者

◆基本方針、活動計画の決定
◆体制の構築　◆啓発活動の統括
◆問題発生時の対応

◆方針、施策の実行
◆管下のコンプライアンス体制構築
◆管下のコンプライアンス体制定期報告
◆管下の問題事案への対応

◆方針、施策の実行
◆管下のコンプライアンス体制構築
◆管下のコンプライアンス体制定期報告
◆管下の問題事案への対応

かねてより、当社グループは「企業行動指針」において、反社
会的勢力とは一切関係を持たず、不当要求に対しても毅然と
した姿勢で対応することを明文化し、周知徹底に努め、合わ
せて社内体制の整備強化をはかってきました。
そして、2012年４月開催の
取締役会において、当社グ
ループの内部統制システム
に、「反社会的勢力排除に関
する記載」を追加し、「反社会
的勢力との関係遮断」を明確
に位置づけました。 当社グループのコンプライアンス

ハンドブックの一部
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環境推進体制

環境活動のあゆみ

データ編
データ編

これまでの環境活動にあわせて社会的活動を総合的に推進するため、環境マネジメント部会において環境創造・環
境保全活動に関する施策を、環境社会部会において社会的活動に関する施策を立案する体制としています。立案
された施策は全社環境社会委員会において審議・決定され、施策は各事業所に伝達されて推進・実行されます。

1998年 「環境経営理念」・「環境経営方針」を制定
環境経営革新運動「JEEEP」を導入

2000年 環境経営革新運動「JEEEP」の業績優秀者を表彰する制度を開始
2001年 「環境経営推進委員会」を設置

「環境経営推進委員会」を受けて「全社環境委員会」を設置
滋賀工場、石川工場、土浦つくば工場においてISO14001の認証を取得
第1次環境3ヵ年計画を策定
地球環境調和型製品基準を制定
グリーン購入基準（事務用品）を制定

2002年 環境会計を導入
環境報告書の発行を開始
石川工場においてゼロエミッションを達成
グリーン購入基準（資材）を制定

2003年 環境社内監査を開始
紙巻（コア）のない自動梱包用結束バンド「コアレス」が平成15年度資材循環技術・システム表彰

「財団法人クリーンジャパンセンター会長賞」を受賞
滋賀工場、土浦つくば工場においてゼロエミッションを達成
第2次環境3ヵ年計画を策定

2004年 広島東城工場、積水樹脂プラメタル㈱、東北積水樹脂㈱においてISO14001の認証を取得
広島東城工場、積水樹脂プラメタル㈱、東北積水樹脂㈱においてゼロエミッションを達成

2005年 環境面のみならず、社会面への取り組みを推進するため、全社環境委員会を「全社環境社会委員会」に変更
非生産部門の環境活動強化のため、工場環境委員会と並列して「本社環境委員会」を新設

2006年 本社・事業部、スペーシア㈱においてISO14001の認証を取得
第3次環境3ヵ年計画を策定

2007年 関東積水樹脂㈱、積水樹脂電子テクノ㈱、ロードエンタープライズ㈱、積水樹脂プラメタル㈱関東工場
においてゼロエミッションを達成

2008年 本社部門ISO14001活動において、関東支店を取得拡大
積水樹脂産商㈱、宮崎積水樹脂㈱においてゼロエミッションを達成

2009年 積水樹脂産商㈱にてFSC認証を取得
「地球いきもの委員会」の活動への協賛
第4次環境3ヵ年計画を策定

2010年 中期経営計画（JEX-2013）を策定し、2010年を社会貢献元年と位置づけ各分野に対する社会貢献活動を推進
滋賀工場が滋賀県蒲生郡日野町、錦向生産森林組合と「琵琶湖森林づくりパートナー協定」を締結

2011年 積水樹脂プラメタル㈱が長野県上伊那郡辰野町と「森林（もり）の里親協定」を締結

社　長

全社環境社会
委員会

事務局 環境社会部会

環境マネジメント部会

工場環境委員会

本社環境委員会全社方針、計画の策定
環境・社会活動施策の
審議

社会的活動に関する施策立案

環境創造・環境保全活動に
関する施策立案

工場の環境・社会活動の推進

事務部門の環境・
社会活動の推進
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環境会計
積水樹脂グループは環境保全活動に要した費用、それから得た環境保全効果とそれにともなう経済効果を定量的に
把握し、評価することで、より効率的な環境保全活動の推進をはかっています。環境会計の手順については、環境省
の「環境会計ガイドライン」をもとに当社グループ独自の考えを加えて、共通の環境会計手順書を定めています。
また、データの精度向上のために、この手順の見直しを行い、各データの算出と集計を行っています。

①自社工場
　●滋賀工場　●土浦つくば工場　●石川工場　●広島東城工場　　　　　　　　　　　　　　　
②関係会社
　●積水樹脂プラメタル㈱　●東北積水樹脂㈱　●積水樹脂産商㈱　●エスジェイシー寿㈱　●宮崎積水樹脂㈱
　●ロードエンタープライズ㈱　●関東積水樹脂㈱　●スペーシア㈱　●サンエイポリマー㈱　●積水樹脂キャップアイシステム㈱
③上記生産事業所内に活動主体がある部門
　●各事業本部の開発室　●㈱積水樹脂技術研究所　●積水樹脂物流㈱　●オーミテック㈱ 　●積水樹脂電子テクノ㈱

対象期間：2011年4月1日～2012年3月31日　集計範囲：対象事業所は以下のとおりです

項目 2009 年度 2010年度 2011年度
分類 主な取り組み内容 投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額

（1）事業エリア
     内コスト

①公害防止コスト 公害防止対策 3 23 8 28 2 20
②地球環境保全コスト 温暖化防止対策 23 43 12 42 47 49

③資源循環コスト 資源投入量の削減
廃棄物の削減 30 72 16 78 21 77

（2）上・下流コスト グリーン調達
地球環境調和型製品の特注設計 0 12 0 14 0 11

（3）管理活動コスト
環境マネジメントシステムの構築・運用
環境教育
緑化・美化・清掃活動

0 54 0 54 0 48

（4）研究開発コスト 地球環境調和型製品の研究・開発 34 342 22 180 14 145
（5）社会活動コスト 環境関連展示会への出展 0 0 0 1 0 1
（6）環境損傷対応コスト 土壌汚染、自然破壊等の修復 0 0 0 0 0 0

合計 90 547 58 397 83 351

環境保全効果の分類 環境パフォーマンス
2009年度 2010年度 2011年度

2009年度
実績

環境保全効果
（08年度との差）

2010年度
実績

環境保全効果
（09年度との差）

2011年度
実績

環境保全効果
（10年度との差）

事業活動に投入する資源に関する
環境保全効果

電気使用量（千kWｈ） 37,096 ▲3,320 37,726 630 35,818 ▲1,908
燃料使用量（千GJ） 122 ▲ 5 120 ▲ 2 111  ▲ 9

生産活動から排出する環境負荷及
び廃棄物に関する環境保全効果

生産時のCO2排出量（千トン-CO2） 23 ▲1 23 0 21 ▲ 2
廃棄物発生量 有価物除く（トン） 1,167 ▲128 1,116 ▲ 51 978 ▲ 138

効果の内容
金額

2009年度 2010年度 2011年度
リサイクルによる有価物売却収入 17 25 23
省資源による費用削減 75 97 116
省エネルギーによる費用削減 13 16 26
リサイクルによる廃棄物処理費用削減 35 31 12
その他 0 0 0

合計 140 169 177

項目 2009年度 2010年度 2011年度
当該期間の投資額の総額 441 651 623
当該期間の研究開発費の総額 999 981 938

（単位／百万円）

（単位／百万円）

（単位／百万円）

■ 環境保全コスト

■ 環境保全効果

■ 環境保全対策にともなう実質的経済効果
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第4次環境3ヵ年計画

取組みの項目 2012年度目標（3ヵ年） 2011年度実績 2011年度目標 評価

事
業
・
製
品
に
よ
る
環
境
貢
献

地球環境調
和型製品の

拡大

地球環境調和型製品の売上拡大 地球環境調和型製品の
売上高比率を35%以上 23.0% 30%以上 △

地球環境調和型製品の開発促進

新製品における地球環境調和型
製品比率を40%以上 24.8% 32%以上 △

地球環境調和型新製品数
40件／年以上 38 38件／年以上 ◎

事
業
活
動
に
お
け
る
環
境
負
荷
の
低
減

温室効果
ガス排出の

削減

活動ごとのCO2

排出量削減

国内生産事業所
（関係会社含む）

CO2排出量を原単位で
2005年度比21.5%以上削減 26.9% 21.0%以上削減 ◎

国内オフィス
（支店・営業所）

CO2排出量を
2005年度比20%以上削減 29.3% 19.5%以上削減 

（2005年度比） ◎

営業車
（関係会社含む）

エコカー・ハイブリットカーの
導入率100％ 97% 導入率80%以上 ◎

省エネルギーの推進

国内生産事業所
（関係会社含む）

エネルギー使用量の生産量原単位を
2005年度比19%以上削減

（省エネ法：エネルギー消費原単位
年平均1％削減）

23.0% 18%以上削減 
（2005年度比） ◎

国内輸送時 エネルギー原単位を
2005年度比20%以上削減 17.5% 19%以上削減 

（2005年度比） ○

資源の
有効活用

廃棄物削減

国内生産事業所
（関係会社含む）

廃棄物排出量を
2005年度比37%以上削減

（場内リサイクル除く、有価含）
34.6% 36%以上削減 

（2005年度比） ○

廃棄物排出量を原単位で
2005年度比36%以上削減

（場内リサイクル除く、有価含）
35.1% 35%以上削減 

（2005年度比） ◎

国内オフィス
（支店・営業所含む）

コピー用紙使用量を2005年度比
20%以上削減 16.9% 17%以上削減 

（2005年度比） ○

ゼロエミッション
拡大 国内生産事業所 対象事業所の達成率100% ゼロエミッション

活動継続
ゼロエミッション

活動継続 ○

化学物質
削減 国内生産事業所 PRTR法に基づく化学物質排出・

移動量を2008年度比15%削減 14.3% 14%以上削減 
（2008年度比） ◎

環
境
経
営
の
基
盤
強
化

環境マネジ
メント体制

の拡大

国内生産事業所のEMS外部認証取得 対象事業所のEMS
外部認証率100% 認証継続 認証継続 ○

グリーン調達の拡大 FSC認証紙の導入/
名刺・カタログへの導入 名刺への導入開始 FSC認証紙の

拡大 ○

教育・啓発の
強化 環境知識の習得

ECO検定取得
（全従業員を対象として取得推進）

全従業員への環境教育実施

イントラネットにて
環境情報の発信

ECO検定取得 
環境教育実施 ○

外部との
コミュニケ
ーション

サイトレポートの発行 生産事業所、主要関係会社で発行 サイトレポートのHP開示 サイトレポートの
HP開示 ○

地域との環境コミュニケーション 国内生産事業所で実施 継続して実施 継続して実施 ○

生
物
多
様
性
へ
の
配
慮

環境貢献
活動

生物多様性
民間参画ガイドラインに基づく活動

「地球生きものサポーター」として
「地球いきもの委員会」の

活動に協賛
継続して活動

関連団体への寄付
○

自然環境保護関連団体への支援 継続して実施 ○

地域と連携した自然保護活動
（自社工場・関係会社）

積水樹脂プラメタル㈱
にて森林保全活動拡大

自社工場・
関係会社での実施 ○

◎：達成率100％以上　○：達成率90％以上　△：達成率90％未満

2011年度の実績
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有価物（有価物として売却した量）
廃棄物
廃棄物発生量原単位
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地球環境調和型製品の製品売上高比率 地球環境調和型製品数（累計）

生産時のエネルギー使用量と原単位生産時のCO2排出量と原単位

廃棄物排出量と原単位

オフィスのCO2排出量

化学物質排出量・移動量水の使用量と原単位

主要な環境パフォーマンスの推移
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自社工場
製造業平均

度数率：100万延労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、
　　　　労働災害の頻度を表したものです。 

強度率：1,000延労働時間当たりの労働損失日数をもって、
            災害の重さの程度を表したものです。 

自社工場
製造業平均
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データ編

マテリアルバランス

環境関連資格取得者

度数率･強度率

事業活動におけるエネルギー、原材料などの「インプット」、そして環境への排出量や廃棄物などの「アウトプッ
ト」をマテリアルバランスの考えに基づき環境会計の中で集計しています。

環境関連資格の取得者に奨励金を付与する報奨制度を設け、資格の取得を奨励しています。

度数率 強度率

環境関連資格名 取得者累計（2011年度末現在）

公害防止管理者関係 37
エネルギー管理士関係 10
環境マネジメントシステム審査員（補） 1
その他（造園施工管理技士等） 8
特別管理産業廃棄物管理責任者 32

インプット

エネルギー

用　水

主要原材料

電　　　気　　35,818千kWh
燃　　　料　　111千GJ

二酸化炭素
（CO2）

窒素酸化物
（NOX）

硫黄酸化物
（SOX）

生物化学的酸素
要求量（BOD）

科学的酸素
要求量（COD）

排水

廃棄物発生量

21千トン-CO2

0.62トン

0.00トン

1.54トン

1.60トン

1.13百万トン

0.98千トン
　　水　　　　1.13百万トン

金　　　属　　34.6千トン
有機化学品　　21.1千トン
無機化学品　　13.8千トン

アウトプット

対象期間：2011年度

積水樹脂
グループ

※対象は環境会計の範囲
  ・自社4工場
  ・関係会社10社
  ・上記生産事業所に活動主体
    がある部門

内訳：リサイクル量（0.95千トン）
　　  最 終 処 分 量（0.03千トン）
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ISO14001認証取得状況

ISO9001認証取得状況

取得事業場名 登録年月日
登録番号 登録範囲 関連事業所及び構内関連企業

滋賀工場 2001年1月19日
JQA-EM1275

・鉄骨加工製品、塗装製品、樹脂押出成形製品の設計・開発及び製造

・滋賀積水樹脂株式会社
・積水樹脂物流株式会社
・株式会社積水樹脂技術研究所
・積水樹脂株式会社 開発設計部門

石川工場 2001年3月30日
JQA-EM1487

・PPバンド、PETバンド、被覆鋼管支柱、家庭用ホース及び射出成形品の製造
・ストレッチ包装機の設計及び製造

  北陸積水樹脂株式会社

土浦つくば工場 2001年6月15日
JQA-EM1614

・路面標示材、メッシュフェンス及び手摺りの製造
・土浦つくば積水樹脂株式会社　つくば製造所
・土浦つくば積水樹脂株式会社　土浦製造所

積水樹脂
プラメタル㈱

2004年8月27日
JQA-EM4182

・建築資材、広告看板材料及び工業材料用金属・樹脂複合板の設計・開発、
  製造及び販売

・関東工場
・東京営業所
・大阪営業所
・名古屋営業所

東北積水樹脂㈱ 2004年12月6日
C2010-02347

・道路標識板・柱、サイン、視線誘導標等の交通安全用品の製造

広島東城工場 2005年3月18日
JQA-EM4627

・路面標示材及び薄層カラー路面舗装材の製造
・プラスチック擬木及び道路反射鏡の製造

・広島積水樹脂株式会社

スペーシア㈱ 2006年10月10日
EC06J0142

・パイプ、部材やその加工品の製造、販売、開発

本社・事業部 2007年1月12日
JQA-EM5661

・本社・事業本部の管理業務（秘書・経営企画・総務・人事・経理・購買・監査・知的財産
  権管理・デザイン・情報管理・営業管理）
・都市環境関連事業、街路・住建関連事業並びに産業･生活関連事業に関する業務

・積水樹脂株式会社　事業本部
・積水樹脂株式会社　関東支店
・積水樹脂コーポレートスタッフ株式会社
・積水樹脂商事株式会社
・株式会社エスジェイシーテクノサービス
・積水樹脂産商株式会社
・関東積水樹脂株式会社

取得事業所名 登録年月日
登録番号 登録範囲 関連事業所

滋賀工場 1998年12月11日
JQA-2853

・メッシュフェンス、防護柵、防音壁、街路照明灯、シェルター、交通安全用品、
  樹脂押出製品、標識柱、道路反射鏡、計測器（繊維製巻尺）の設計・開発及び製造

・滋賀積水樹脂株式会社
・積水樹脂物流株式会社
・積水樹脂株式会社 開発設計部門

石川工場 1999年3月5日
JQA-3133

・PPバンド、ポリエステルバンド及びプラスチック線（エクセル線）、被覆鋼管支柱
  直管の設計・開発及び製造

・北陸積水樹脂株式会社

土浦つくば工場 1999年8月6日
JQA-QM3615

・メッシュフェンス、路面標示材、手摺り、防音壁、防護柵の製造
・土浦つくば積水樹脂株式会社　つくば製造所
・土浦つくば積水樹脂株式会社　土浦製造所

エスジェイシー寿㈱ 2002年7月26日
Q0914

・道路標識の設計、製造および施工
・道路付属施設（マーキング、防護柵、反射鏡）の施工

・鈴鹿営業所

積水樹脂
プラメタル㈱

2003年7月25日
JQA-QMA10252

・建築資材、広告看板材料及び工業材料用金属・樹脂複合板の設計・開発、
  製造及び販売

・本社、本社工場
・関東工場
・東京営業所
・大阪営業所
・名古屋営業所

広島東城工場 2004年3月26日
JQA-QMA11212

・路面標示材、エポキシ樹脂を除く薄層カラー路面舗装材、プラスチック押出成形
  擬木、プラスチック射出成形擬木及び道路反射鏡の製造

・広島積水樹脂株式会社

東北積水樹脂㈱ 2004年12月6日
C2010-02346

・道路標識板・柱、サイン、視線誘導標等の交通安全用品の製造

海外事業所における取得状況     ●セキスイジュシ（タイランド）Co.,Ltd.　      ●青島積水樹脂新包材有限公司            ●無錫積水樹脂有限公司　

海外事業所における取得状況     ●セキスイジュシ（タイランド）Co.,Ltd.　●セキスイジュシストラッピングB.V.　 ●サミットストラッピングCorp.　
   　　　　　　　　　　　　　　●セキスイジュシフィリピン,Inc.           ●青島積水樹脂新包材有限公司             ●無錫積水樹脂有限公司　　　



当社は“地球生きものサポーター”として「国連
生物多様性の10年日本委員会」の活動に協賛し
ています。

当社は交通安全に携わる企業として、親を亡く
した子供たちを支援する「公益財団法人　交通
遺児育英会」の活動に協賛しています。
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