
※CO2換算係数は省エネ法の換算係数で計算しています。

�*国内大同メタルグループ：大同メタル工業、大同プレーンベアリング、大同インダストリアルベアリングジャパン、大同メタル佐賀、エヌデーシー、飯野製作所
＊燃料…重油・灯油・軽油・LPガス・都市ガスを主に使用　　��原単位…CO2排出量・電力使用量・燃料使用量／生産金額で計算。

項目 範囲 環境目標（2020年度目標） 主な活動（2020年度） 活動結果（2020年度） 削減率

地球温暖化防止・
省エネルギー

国内
大同メタル
グループ＊

CO₂排出量を2020年度末までに2019年度排出量未満とする
●CO₂排出量：�� 62,736t未満

●�省エネ中長期計画
の進捗管理

●�省エネ機器の導入
検討

●�環境改善事例の横
展開

●CO₂排出量（実績）　　��54,893t 12.5%

大同メタル
工業

CO₂排出量を2020年度末までに2019年度排出量未満とする。　　　　　　　　　　
●CO₂排出量：� 32,847t未満 ●CO₂排出量（実績）　　��28,574t　 13.0%
●エネルギー原単位目標
CO₂原単位を2020年度末までに2013年度比7％低減する。
・CO₂原単位� 589.01ｇ-CO₂／千円
各エネルギー原単位を2020年度末までに2013年度比7％低減する。
・電力原単位� 0.8358kwh/千円
・燃料原単位� 157.64g-CO₂/千円

●エネルギー原単位

・ＣＯ₂原単位�　576.65ｇ-CO₂/千円

・電力原単位��　　0.9354kwh/千円
・燃料原単位　173.46ｇ-CO₂/千円

2.1%

△11.9%�
△10.0%

■ CO₂排出量推移（国内大同メタルグループ）
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　大同メタルグループは、人類共通の財産である地球環境
を保全することが、人類に課せられた最重要課題のひとつで
あることを強く認識し、信念と技術により環境の保全に最善
をつくす。

　地球温暖化防止への対応及びエネルギー資源の有効活
用を目指して、省エネ活動を推進しています。
　2020年度は活動目標として「CO₂排出量2019年度
排出量未満」を掲げ、生産金額の減少と省エネ施策で
54,893ｔとなり、2019年度より12.5％減少しました。

基本理念

省エネ活動

大同メタルグループ環境方針

気候変動及び地球温暖化防止への対応

◦��環境に関わる法規制、及び受け入れを決めたその他要求事項を遵
守する。

◦�環境保全や環境維持活動の継続的改善、及び汚染の予防を推進す
るために、環境目的及び、目標を設定し定期的に見直しを行う。
◦��全ての事業活動において、省エネルギー、省資源、リサイクル、産業
廃棄物の低減を徹底推進する。

◦��技術の総力を挙げて、環境保全・環境改善に貢献できる技術及び製
品の開発を推進する。

◦��お客様、地域社会、その他関係者に対して、環境に関する取り組み
を積極的に開示し、コミュニケーションに努める。
◦��社員一人ひとりの環境意識を高め、自ら責任を持って環境保全活動
を遂行できるよう、環境教育・啓発活動を行う。
◦�この方針は実効を上げるために全従業員、または当社のために働く
すべての人に周知徹底を図る。

基本方針
　環境会計においては、環境保全活動の費用対効果を明
確に環境経営に反映させるとともに、その情報を公表する
ため、2001年度より環境コストと効果を把握する取り組み
を行っています。
　集計方法や分類などは、環境省ガイドラインを参考にしてい
ますが、100%環境コストと特定できる項目に限定しました。

注）投資は2020年度検収分にて計算しております。
　�複合的コスト（環境目的とそれ以外の目的を併せ持つコスト）は集計していません。
　�人件費は業務時間比率で按分しております。�
*各数値は四捨五入のため、個々に足した値と合計額が異なる場合があります。

■ 環境保全コスト
分類 内容 投資費用額

公害防止コスト 大気・水質・騒音対策など 268.6
地球環境保全コスト 温暖化防止・省エネなど 30.5

資源循環コスト 廃棄物削減・処分・リサイクル
など 170.6

管理活動コスト 環境教育・EMS 認証取得維持・
環境保全活動の人件費など 18.9

研究活動コスト 環境負荷低減の研究・開発費 53.7
社会活動コスト 緑化・景観・啓蒙活動など 7.3
環境損傷コスト 土壌汚染等の修復費 11.1
計　 560.7

（単位：百万円）

環境会計

� � � � � � � �
　気候変動及び地球温暖化への対応は企業の責務であり、企業価値の維持・向上に重要と考えています。当社グループはグロー
バルに事業展開する企業として、事業を通じて気候変動問題の解決に貢献するとともに、事業活動に伴う環境負荷の低減に取
り組んでいます。

2020年度の環境活動目標と活動結果

　当社では、社員の環境意識の向上を目的とし、環境教育
を実施しています。環境問題と当社の置かれる立場などに
ついて基本的な理解を深め、日々の環境活動のレベルアッ
プを進めています。また現場で作業する従業員に対して
は、主な法令規制と生産活動との関わりも解説し、法令遵
守に努めています。

一般社員向け環境教育の実施

電力・燃料 排ガス

省エネルギー法

大気汚染防止法

二酸化炭素

地球温暖化対策
推進法

廃棄物 リサイクル

廃棄物処理法

悪臭

悪臭防止法 リサイクル法

排水

水質汚濁防止法

騒音・振動

騒音規制法
振動規制法

生産工場 製品

インプット アウトプット

消防法、安衛法
高圧ガス保安法

REACH規制、ELV規制
ROHS規制
容器包装リサイクル法

水

工業用水法
ビル用水法

材料・副資材

グリーン購入法

■ 製造工程と主な関連法規

　当社国内グループにおいて2020年度に使用した材料、エ
ネルギー量、水資源の量、排出した廃棄物量は次の通りです。

■ 事業活動と環境負荷

原材料
鋼材�� �37,383t

　 非鉄�� �8,059t
エネルギー
電力�� �102,739千kWh

　 A重油�� �28kℓ
　 灯油�� �122kℓ
　 都市ガス���4,157千㎥
　 プロパン���408t
　 ガソリン�� �23kℓ

水
1,018千㎥

事務系資材
コピー紙�� �32.9t

化学物質
PRTR届出
対象物資�� �285t

設計・開発
　

調達

製造

物流

使用

再利用

CO2排出量�
54,893t　

■ A重油�� �0.1%
■�プロパン�� �2.2%
■�灯油�� 0.6%
■�ガソリン�� �0.1%
■�軽油・ディーゼル�� 0.0%
■�その他�� �0.6%

排水量
990千㎥

産業廃棄物
2,636t

インプット 事業活動 アウトプット

エネルギーCO2 割合

CO2

電力 79.4%

都市ガス 17.0%

事業活動と環境負荷の全体像

注）エネルギー量については省エネ法に基づき記載

■�集計範囲
大同メタル工業、大同プレーンベアリング、大同インダストリアルベ
アリングジャパン、大同メタル佐賀、エヌデーシー、飯野製作所
■�集計期間 2020年度(2020年4月1日～2021年3月31日)

■ 廃棄物排出量推移
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　当社の産業廃棄物は、めっき工程や加工工程から発生す
る廃棄物が多くの割合を占めています。2016年度以降、
めっき廃液の削減効果が表れ、また潤滑油・溶剤の再利用
等による減量などの取り組みを実施しています。引き続
き、削減・減量対策を「環境会議」で検討し、今後ともきめ細
かな削減対策を継続して実施いたします。

廃棄物削減活動

　当社は持続可能な社会の実現に向けて、グループ全体で
環境保全活動に取り組む必要性から、2004年4月「大同メタ
ルグループ環境方針」を制定しました。
　「限られた資源と限りある浄化」という有限の地球環境に最
大限配慮した事業活動を進め、「循環型社会の形成」に向けて
グループ全体で、積極的に取り組んでまいります。

事
業
エ
リ
ア
内

コ
ス
ト

■�集計範囲
大同メタル工業、大同プレーンベアリング、大同インダストリアルベ
アリングジャパン、大同メタル佐賀、エヌデーシー、飯野製作所
■�集計期間 2020年度(2020年4月1日～2021年3月31日)

21 DAIDO METAL コーポレートレポート 2021 DAIDO METAL コーポレートレポート 2021 22

環境

環境



　当社事業所内では緑化運動を進めており、緑のカーテン
を毎年実施しています。カーテンで使用する苗の種まきに
は新入社員に参加をしてもらい、環境教育を兼ね、緑化運
動を進めています。できた苗は、従業員にも配り、緑化運動
の輪を広げています。

その他環境活動（緑のカーテン）

　お取引先様に「グリーン調達ガイドライン」を展開し、積
極的な活動推進をお願いするとともに、ステークホルダー
の皆様にもその内容・活動を見ていただけるよう、ホーム
ページにガイドラインを掲載しました。

グリーン調達ガイドラインの展開

　地域環境への環境影響の未然防止として、当社では
様々なリスクを検討しており、昼夜問わず事故が発生した
場合を想定した緊急時の対応訓練を毎年実施しています。
　夜間での訓練時には、作業者の安全を確保するのはも
ちろんのこと、適確な処置ができるよう繰り返し訓練を実
施しています。訓練後には意見交換がなされ、さらなるレ
ベルアップにもつなげています。

環境リスクマネジメント
（環境緊急事態訓練）

　REACH規則など国際的に化学物質使用規制の枠組み
づくりが進展しており、製品含有化学物質の管理を調達・
製造・出荷の各段階において適切に実施することが重要と
なっています。
　当社では、JIS�Z�7201（製品含有化学物質管理−原則及
び指針）に基づき管理を行っており、社内への情報公開を行
うとともにお客様からの要望に迅速に対応しています。

製品含有化学物質管理体制

　国内全生産拠点で、環境マネジメントシステムの国際規
格であるISO14001を取得しており、CO₂排出量の低減や
廃棄物削減などを通した自然環境保護への取り組みを実
施しています。
　また、法令遵守に留まら
ず、独自の基準を設け、従業
員やお客様など当社グルー
プをとりまくすべての環境
も含め、リスクの低減や改
善を進めています。

国際規格 (ISO14001) への対応

登録証番号 JQA-EM1402

夜間訓練の様子

従業員に配布する苗を
準備する様子

グリーン調達ガイドライン
https://www.daidometal.com/jp/wp-content/
uploads/sites/4/2021/04/green-procurement-
guidelines-sign.pdf

WEB
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