
　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。

　当社国内グループにおいて2021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。
注）エネルギー量については省エネ法に基づき記載

基本方針
●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。

●従業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。

基本理念
　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。

　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。

【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】
2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

【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】
2021年度（2021年4月1日～2022年3月31日）

環境会計

事業活動と環境負荷の全体像

　スーパー耐久第3戦富士24時間レースにおいて、ORC 
ROOKIE Racing Corolla H2 Concept 『水素カローラ』が
完走しました。
　水素エンジンのベースにしているG16Eはレースで鍛えてき
たガソリンエンジンです。この両方のエンジンには、当社のすべ
り軸受が使われています。
　カーボンニュートラル（脱炭素社会）に向けた技術開発にも、
当社の製品は貢献します。

環境貢献型製品の開発・製造

　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・溶剤の再利用などによ
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
を継続して実施します。

廃棄物削減活動大同メタルグループ環境方針

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 184.2

地球環境保全コスト 温暖化防止・省エネなど 48.3

資源循環コスト 廃棄物削減・処分・リサイクルなど 208.5

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 34.3

研究活動コスト 環境負荷低減の研究・開発費 61.1

社会活動コスト 緑化・景観・啓発活動など 10.4

環境損傷コスト 土壌汚染等の修復費 32

計　 578.8

（単位：百万円）
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　世界の海は、プラスチック廃棄物やプラスチック粒子
によってますます汚染され、海洋生物に壊滅的な影響を
与える脅威にさらされています。
　大同メタルヨーロッパは2017年の設立以来、ペット
ボトルを使用する自動販売機
の代わりにウォーターディスペ
ンサーを設置し、プラスチック
製品の使用を制限しています。
そのためプラスチックごみは殆
どありません。グラスを使え
ば、炭酸水や冷たい水も飲める
ので、健康にも良いと評判で、
従業員のリサイクル意識も高
まっています。

ウォーターディスペンサーの活用で
ペットボトルゴミを無くす！

TOPICS

グラス持参で
プラスチックゴミを削減

▶ 事業活動と環境負荷

▶ 環境保全コスト

CO2

排水量
1,161千㎥

産業廃棄物
3,086t

設計・開発

調達

製造

物流

使用

再利用

原材料

エネルギー

水

事務系資材

化学物質

鋼材 42,742t
非鉄 8,001t

電力 119,426千kWh
A重油 0kℓ
灯油 171kℓ
都市ガス 5,046千㎥
プロパン 487t
ガソリン 25kℓ

その他 230GJ

軽油・
ディーゼル 4kℓ

1,170千㎥

コピー紙 23t

PRTR届出
対象物資 397t

■ A重油 0.0%
■プロパン 2.4%
■ 灯油 0.7%
■ガソリン 0.1%
■ 軽油・
ディーゼル 0.0%

■ その他 0.5%

エネルギーCO₂割合

電力77.9%

都市ガス18.4%

CO₂排出量
61,562t-CO₂

インプット 事業活動 アウトプット

注）投資は2021年度検収分にて計算しています。
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います。

*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。

大同メタルヨーロッパGmbH

環境保全
Sustainability  環境

▶ 廃棄物排出量推移

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2017 （年度）2018 2019 2020 2021

（t）

2,859 2,902
2,6352,735

3,086

32 33



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。

　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。

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

　当社では、環境影響の未然防止のため様々なリスクを検討
しています。
　環境に影響がある物質の漏洩防止のために、事故発生を想
定した緊急時の対応訓練を毎年実施しています。
　適確な処置ができることはもちろんのこと、作業者の安全
も確保し、繰り返し訓練を実施し、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）

　当社では、従業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。全従業員を対象とした「ISO14001一般教育
テキスト」を用いて、受入教育の実施をするとともにその実施
状況の確認をしています。

環境教育

　当社は、TCFDの枠組みに賛同し、2050年のカーボン
ニュートラルを目指しています。
　事業所のエネルギー効率化を継続的に推進するとともに、
当社グループ全体の温室効果ガス排出削減のため、情報を統
括し、状況の見える化を進めます。

スコープ別CO₂排出量
　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。
　2021年度は生産量増加に伴いCO₂排出量が増加しました
が、原単位ベースでは98.78g-CO₂/千円の削減を実施して
います。

省エネ活動

気候変動への対応

気候変動及び地球温暖化防止への対応
2021年度の環境活動目標と活動結果

地球温暖化
防止・
省エネルギー

国内
大同メタル
グループ*

大同
メタル工業

CO₂排出量を2021年度末までに
2020年度排出量未満とする

●CO₂排出量　54,893t未満

●CO₂排出量　28,574t未満

●エネルギー原単位目標

CO₂排出量を2021年度末までに
2020年度排出量未満とする　　　　　　　　　　

CO₂原単位を2021年度末までに
2013年度比8％低減する

・CO₂原単位　464.43ｇ-CO₂/千円

各エネルギー原単位を2021年度末までに
2013年度比8％低減する

・電力原単位　0.8268kwh/千円

・燃料原単位　155.81g-CO₂/千円

●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） 61,562t

●CO₂排出量（実績） 30,431t

●エネルギー原単位

・ＣＯ₂原単位 469.96ｇ-CO₂/千円

・電力原単位　　0.8169kwh/千円

・燃料原単位 160.22ｇ-CO₂/千円

△12.1%

△6.5%

△1.2%

1.2%

△2.8%

項目 範囲 環境目標（2021年度目標） 主な活動（2021年度） 活動結果（2021年度） 削減率

*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。

▶ スコープ別CO₂排出量推移

ISO14001登録証・和文
(有効期限・2025.03.08)
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▶ PRTR排出量推移
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【集計範囲】
大同メタル工業

【集計期間】
2021年度(2021年4月1日～2022年3月31日)
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カーボンニュートラル戦略
Sustainability  環境

　当社は、2022年6月にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）による提言に賛同を表明し
ました。TCFDの提言に沿って、2022年6月に気候変動に関する重要情報を以下の通り開示しました。

TCFD提言に基づく気候変動
対応についての情報開示

気候変動への対応は、サステナビリティ経営を推進するにあ
たり「優先的に取り組むべき重要課題（マテリアリティ）」のひと
つとして認識しています。気候変動に関するリスクと機会への対
応方針を含む経営の方向性については、委員長を代表取締役
社長としたサステナビリティ委員会にて審議を行い、取締役会
へ適宜報告され、経営層からの指示・監督を受けています。

サステナビリティ委員会は年に2回以上開催され、気候変動
を含むサステナビリティ（CSR・ESG・SDGs）活動に関わる課題
解決に向けた取り組みについて審議・議論を行っています。

ガバナンス

　当社グループは、主力事業である自動車業界においてEV
化の進展が加速していることから、「電動化対応推進セン
ター」を新設し、EV化への対応のみならず、カーボンニュート
ラル燃料を使用する内燃機関を搭載した自動車（水素燃料車
など）への対応など、自動車業界におけるニーズを新規ビジネ
スに結びつけるべく取り組んでまいります。更に、環境、エネル
ギーに優しい材料、機能をもつ商品の開発などにつながる新
領域研究についても、積極的に取り組みます。設備投資につい
ては、エネルギーロス、材料・油脂使用量の少ない設備開発を
進めるとともに、今後の内燃機関の需要動向について注視し
ながら、最適な投資計画の見直しを図ります。
　また、当社グループは、永年培ったコア技術を最大限に活用
し、グリーンエネルギーへの貢献として、再生可能エネルギー
分野で今後需要が見込まれる風力発電用軸受の積極的な市
場開拓に継続して取り組んでいます。風力発電用軸受に関す
る基礎技術開発（設計及び評価）を専業で行う独立組織「風車
技術研究所」を新設し、風車ビジネスの拡販に向けて更にス
ピードアップを図ります。
　引き続き、既存ビジネスの事業の磨き上げによる収益力の
強化（売上・シェア拡大）を図る一方で、新規事業の創出・育成
などにより、事業環境の変化に対応してまいります。

今後の経営の方向性

　当社は、グループ全体のリスク管理及び管理体制に関する
方針を定めたうえで、代表取締役社長を委員長とするリスク管
理委員会による情報収集を通じて、事業をとりまく様々なリス
クに対して適切な管理を行っています。リスク管理委員会は、
年に2回以上開催され、当社グループのサステナビリティ経営
の実現に重大な影響を与える可能性があるリスクについて、
顕在化する可能性及び事業に与える影響度を踏まえ優先度を
設定し、優先度に基づいたリスクの低減対策を推進するととも
に、リスク管理の強化に取り組んでいます。気候変動リスク、自
然災害及び事故などによるリスクなどを、当社グループの優
先リスクと特定し、担当するリスク管理部署がグループ会社の

リスク管理を統括する体制としています。

リスク管理

　気候変動が当社グループ事業へ及ぼす影響を把握するた
め、当社グループ全事業を対象とし、以下２種類のシナリオを用
い「リスク」と「機会」の分析を行いました。

戦略（リスク・機会）

　気候変動に対するリスクと機会の洗い出しを行い、当社グループにとっての重要度と発生する可能性のある時期について検証を行いました。

　当社グループは、シナリオ分析を用いた中長期のリスクと
機会の洗い出しにより、経営戦略や財務面の影響について分
析を行い、リスクへの適切な対応並びに機会に対する競争力
の強化や新たな事業機会の獲得に向けて対策を進めてまいり
ます。その結果については、当社ウェブサイトやコーポレートレ
ポートなどの媒体を通じてステークホルダーの皆様に開示・報
告いたします。

重要なリスクと機会

気候変動リスク及び機会への対応方針

今後の経営の方向性

　当社グループは、昨今の環境意識の高まり、日本政府の
2050年における「カーボンニュートラル実現」などの動きを
踏まえ、当社グループのカーボンニュートラル方針を策定し、
各種施策を統括する専門組織「カーボンニュートラル推進セ
ンター」を新設しました。　
　地球社会の一員としての責任を果たすため、海外を含めた
当社グループ全体で2050年のカーボンニュートラル（CO₂
排出量の実質ゼロ）の実現を目指し、省エネ対応、再生エネル
ギーの利用、イノベーションの推進などにより、段階的かつ具
体的なCO₂削減に取り組んでまいります。

指標と目標

　当社グループは、気候変動への対応を経営重要課題（マテ
リアリティ）と認識し、持続的な地球社会に貢献するため、
2050年のカーボンニュートラルを目指します。

基本的な考え方
当社グループは、2050年のCO₂排出量の実質ゼロを実現す

るため、省エネ対応、再生エネルギーの利用、イノベーションの推
進など実行計画へ落とし込み、持続可能な社会と当社グループ
の実現を目指し、段階的かつ具体的なCO₂削減を進めます。

大同メタルのカーボンニュートラル方針

主な取り組み
　環境への取り組み⇒P32

気温上昇による冷房コスト（空調エネルギーコスト）の増加、従業員の熱中症発生が増加

海面上昇に伴って洪水や高潮が増加し沿岸部にある工場や交通インフラが被害を受けてサプライチェーンが寸断、
対応コストが発生

風力発電の需要増により洋上風力発電向けすべり軸受の需要増加。従来の転がり軸受に対してメンテナンス
等のコスト削減に寄与
・ZEV＊向けの製品開発が進み売上が増加・・・アルミダイキャスト製品、W/P（ウォーターポンプ）向け製品、A/C（エアコン）向け製品他
・トライボロジーに根ざした摺動部品など当社コアテクノロジーの転用によるEV市場への参入・・・Eアクスル他
燃費規制に対応するため、さらなる低フリクション（摩擦）材料により省エネルギーへ貢献する高付加価値製品
の需要が増加
世界経済の成長、海上貿易の拡大に伴い船舶需要が増加、脱炭素対応として代替燃料へのシフトが進み船舶
の更新が進み、内燃機関向け軸受の需要が拡大

再生可能エネルギー由来のカーボンニュートラル燃料を使用した内燃機関向けの軸受需要の増加（水素エン
ジン、バイオ燃料エンジン他）

気温上昇により空調設備向け軸受製品の需要が拡大

水素・アンモニア発電設備用タービン軸受等の需要増による売上増加（石炭・石油からの代替燃料への切り替
えが進み需要が継続）

炭素税の導入・引き上げによる操業コスト上昇

●時間軸（発生時期）　短期：2025年頃まで、 中期：2030年頃まで、 長期：2050年頃まで
●重要度（戦略・財務計画等に及ぼす影響）　大：影響範囲が大、 中：中程度の影響範囲、 小：自社に影響がほとんどない

＊ZEV・・・走行時にCO₂等の排出ガスを出さない電気自動車（BEV）や燃料電池自動車（FCV）など

化石燃料への規制強化による操業コスト上昇（原油価格上昇、代替燃料への転換コスト増）や設備投資等の対応
コストが増加

EV化への移行が進み、内燃機関向け製品の需要低下に伴う売上減少や製造設備の座礁資産化（ゼロ資産化）

脱炭素化しない企業への評価低下（ダイベストメントによる株価下落）

脱炭素化しない企業への評価低下により、求職者の減少や退職者増、従業員のモチベーションダウンや生産性低下

異常気象の激甚化により工場の操業停止や、サプライチェーンへの影響による被害が増加

コーポレート・ガバナンス
https://www.daidometal.com/jp/sustainability/
corporate_governance/

リスクマネジメント
https://www.daidometal.com/jp/sustainabilty/
risk-management/

環境への取り組み
https://www.daidometal.com/jp/sustainability/
environment/
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4℃
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4℃
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4℃
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1.5℃
4℃
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短期
時期・重要度リスクと機会の内容項目 中期 長期

炭素税

炭素排出規制

EV化の進展

投資家の評判変化

求職者や従業員の
評判変化

異常気象の激甚化

平均気温の上昇

海面の上昇

再エネ需要の拡大

EV化の進展

高付加価値
製品の需要増

舶用軸受の需要拡大

カーボンニュートラル燃料
使用内燃機関の需要

空調設備需要の拡大

発電設備用タービン
軸受の需要継続

移行リスク
（１．５℃シナリオ）

物理リスク
（４℃シナリオ）

機会
（１．５℃シナリオ／
４℃シナリオ）

中

大

大

中

中

中

中

中

中
中
中
中
中
中
中
中
中
小
中
中
中
中

大

大

大

中

中

大

大

大

大
中
大
中
中
中
大
中
中
小
中
大
中
中

脱炭素社会への移行を確実にするシナリオ

現状を上回る温暖化対策が取られず、物理的な影響が想定
されるシナリオ

1.5℃シナリオ

4℃シナリオ
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