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産業革命以降、人口の急激な増加や化石燃料の大量消費、伐採による森林面積の減少等により、
二酸化炭素等の温室効果ガス排出量が増加しています。その結果、過去１００年間に地球の平均
気温が約 0．3〜0． 6度と急激に上昇し、世界中で異常気象による自然生態系や生活環境への影
響が出ています。これが『地球温暖化』と呼ばれる現象です。
２００５年２月に施行された『京都議定書』によって、日本は 2012年までに温室効果ガスの
排出量を 1990年度比で６％削減するという目標を達成しなければならなくなりました。そのた
めには、依然増加傾向にある温室効果ガスの排出量を減らさなければなりません。なかでも大量
の温室効果ガスを排出する企業の取り組みが重要となります。

Greeting

ご挨拶

エコー電子工業では２００２年に環境報告書を発行して、版を重ね
るごとに当社の環境保全活動に関する情報公開のあり方を見直してま
いりました。そうした中で、地球環境問題が深刻化する状況において
は、本報告書も一定の役割を果たしているものと認識しております。
さて、当社では１９９６年に経営コンセプトの『人とみどりとソ
リューション』を発表し、翌年のリサイクルセンター開設を契機に、
環境保全への取り組みを積極的に推進してきました。今では、ＩＴの
プロダクツからアプリケーション開発、通信機器などの販売から工事
までをお届けするとともに、その後のメンテナンス、使用済み機器の
引き取り、そして解体・分別と、リサイクルするまで長い期間責任を
代表取締役社長
持って対応可能な体制を構築しております。いわば『ＩＴのゆりかご
小林 啓一
から墓場まで』を自負することができるようになりました。当社の環
境保全活動の柱でありますリサイクルセンターは、マニフェスト制度などの浸透により、廃棄物の入
庫量は徐々に拡大しております。再資源化率は９０％を超えており、究極のゼロエミッションを目指
して、たゆまぬ努力を続けております。
毎年、新たな取り組みを加え、環境保全に関する社会貢献を行ってきました。２００３年度からは、
特にリサイクルセンターの活動状況の公開もしております。また、組織的活動ばかりではなく、社員
個人が日常業務を通じて取り組む活動を開始しました。まだまだ緒についたばかりですが、一人ひと
りの活動が世の中の既成概念を変えて、家族や友人を通じて優しい地球づくりに少しでも影響を及ぼ
すことが出来ることを期待しております。
今後も自主的な活動を拡大し、地球環境と人間の調和に一層寄与できるように取り組んでまいりま
す。エコー電子工業の取り組み姿勢をご理解いただく上で、当報告書がお役に立てば幸いです。

Environmental Policy

環境方針

当社の経営コンセプトである『人とみどりとソリューション』に基づいて、 1998 年10月に環境
方針を定めました。この方針に沿って環境保全型企業として活動します。

エコー電子工業は、お客様にとって身近な地域ソリューション会社という立場で情報通
信機器分野を中心とした、環境保全活動に取り組み、社会の発展と地球環境の調和に貢
献していきます
そのために環境マネジメントシステムの定期的な見直しを行い、継続的な改善と汚染予
防に努めます
会社の使命として、お客様へ環境に配慮したサービス・サポートを提供するとともに、
業務の効率化、事務の合理化、リサイクルの推進などにより省資源・省エネルギーを目
指します
環境関連の法律や各種規制および、その他の要求事項を守り、環境保全活動に努めると
ともに行政機関や地域環境団体の環境活動に対しても積極的に協力します
教育・啓発により、社員一人ひとりが自ら社会に貢献できるように環境意識を高めます
環境方針や活動状況を公開します

１

環境マネジメントシステム

Environmental Management

国際規格（ ISO14001 ）に基づき、当社に適応した環境マニュアルや具体的な手順書を作成し
『みどりの委員会』を中核とした環境マネジメントシステムを構築しました。

環境方針

計

画

紙 （0.5%の削減）
電気（1.0%の削減）

紙、電気の使用量削減
省エネ商品の販売
省エネ啓蒙商品の開発
森林保護活動を通じた社会貢献

システム導入によるCO2削減（※）
リサイクルセンター新規顧客件数（※）

※ 今期は試行年度として取り組んだ
ため目標値は設定していません

経営層による見直し

みどりの委員会

継続的な改善

点検および是正処置

実施および運用
日々の省エネ活動
ボランティア活動参加
社員教育、グリーン商品の開発
システム導入による効果測定
リサイクルの推進

毎月のチェックおよび
指導内部監査、年２回の実績報告

行動計画／目標・実績

Actions and Results

当社における企業活動の中でもっとも影響が大きい環境側面を洗い出し、具体的な目標を設定し
ています。また、定められた目標に対して環境マネジメントシステムが有効に作用しているかどう
かの見直しも定期的に行っています。

１．紙の使用量削減（実績 ２％）
目

標 ０４年度実績に対して０．５％の削減
０６年度目標：２２４枚
目標値

具体策 裏紙１ cm運動、資料の電子データ化
考

察 ０５年度は全社での紙の使用量が前年度比約
２％増加したものの、一人当たりの使用量目
標値に対しては、２％の達成でした。しかし
ながら、最大人員を擁する福岡支店は前年比
１１８％と使用量が増加しました。これは商
談活動の伸びおよび人員の増加と関係してい
ると思われます。今後セキュリティの問題か
ら、裏紙利用の推進が難しくなることが予想
され、来年度以降紙の使用枚数が増える恐れ
があります。今後はセキュリティを維持しつ
つ紙の使用量を減らす施策が必要となってき
ます。
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２．電気の使用量削減（実績１９％）
目

標 ０４年度実績に対して１．０％の削減
０６年度目標：５４９Ｋｗ

目標値

実績値

812

787

Kw/ 売上高

1000

具体策 不要照明具の消灯、エアコンの温度設定厳守
未使用ＯＡ機器の電源オフ、コンセント抜き
本社で蛍光灯のプルスイッチ導入、空調効率
化パーティションの設置、ダクト調整による
空調利用制限、クールビズ、ウォームビズの
実施、サーキュレーター（空気循環機）の導
入による空調効果改善
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考

察 今年度の目標値は前年度実績からさらに１％
0
削減と厳しい目標値でしたが、実績は目標値
０２年度
０３年度
０４年度
０５年度
０６年度
を大幅に下回る結果となりました。
計算式：電気の使用量（ｋｗ）÷売上予算
使用量削減の要因としては、全社的にチーム
マイナス６％の運動に参加し、クールビズ、
ウォームビズを推進したことが一定の削減効果が得られたことが挙げられます。他にも
小さな取り組みとしては、サーキュレーターの導入や携帯型エコ保温材等の利用で空調
電力使用量を抑えたことなどが挙げられます。また、福岡支店においては時間外の共通
作業スペースを設置し消灯促進を行いました。今後も上記の活動を継続していきます。

３．システム導入によるCO2 排出量削減（新）
説

明 当社の中核的業務であるソリューションシステムをお客様へお届けすることで環境に対
してプラスの効果を「ＣＯ２排出の削減量」という形で算出しています。対象はソフト
受託額５０万円以上の案件です。
・お客様の電気の使用量削減：ＰＣ能力向上やソフト改良による時間の短縮など
・お客様の紙の使用量削減：帳票関連のプレビュー化によるペーパーレスなど
・お客様の燃費向上：車両の運行管理によるエコドライブなど

目

標 今年度は試行年度として取り組んだため目標の設定は行なっていません。
０６年度目標：１００ｔ-ＣＯ２／年

実

績 14３ｔ-ＣＯ２／年、対象案件数６７件

考

察 実際の業務に直結する活動でＣＯ２削減のよい結果が出ました。ＣＯ２削減量の算出に
おいては各システムの担当者が直接算出しているので、社員の環境意識の向上にもつな
がって います。毎月実績を集計しましたがシステムの特性などによって数値にかなり ば
らつきがあり、計画・管理していく上でまだまだ改善の余地を残してます。０５年度は、
運行管理システムの大量採用により実績が大幅に増加しました。

４．リサイクルセンター新規顧客件数増加（新）
説

明 リサイクルセンターはその業務自体が環境貢献的な活動であり、廃棄物を持ち込む業者
が増えていくということは取引先へ環境意識向上を推進していると捉えることができ
るため、この新たに増える取引先の件数をカウントしています。

目

標 今年度は試行年度として取り組んだため目標の設定は行なっていません。
０６年度目標：２１０社

実

績 ２００社（１６．６社／月）

考

察 件数は順調に推移しています。これは近年の環境意識向上によるものです。今後も分別・
リサイクルが環境貢献であることをお客様に理解していただき、取引するお客様を増や
していきます。
３

Green Products

グリーン商品

お客様に提供する商品の一つひとつが環境に配慮をしたものであるべきという思いから、当社が
開発する商品には環境対策を取り込むようにしました。また供給する商品には、消費電力の表示を
行っています。

１．WebSupport119（携帯伝言メール代行サービス）
社員への連絡や行先を管理するシステム。
パソコンから携帯へのメールにより迅速確実に
伝言を伝達します。社員ごとの行先表示機能も
備えています。特に外出先での携帯電話利用に
よる照会や書き込み機能が優れています。 また、
社外からの携帯やパソコンによるアポイント受
け付け機能を追加しました。したがって、連絡
メモ帳やホワイトボード・マーカーなどが不要
になり、紙を含めた各種資源の消費を節約する
ことができます。 本年度よりＡＳＰサービスを
提供しています。
２．常勝集団 for Web（営業支援システム）
商談プロセス管理（営業日報・商談履歴）を中
心とした営業支援システム。営業ノウハウの共
有化・再利用を行い、商談推進や営業マンのス
キル向上・スピードアップが図れます。また、
日報や旅費精算、社内申請書類の電子化によっ
てペーパーレスを実現します。

３．常勝企業 for Web（ERPシステム）
受注・仕入から売上・入金まで紐付け管理が可
能。販売管理から会計情報まで一気通貫するこ
とにより、状況の変化（計画や利益等）に対し
素早い対応を可能にします。入力伝票類の電子
化や出力帳票のＰＤＦ化により、紙の使用量を
削減することができます。

４．勤怠管理システム for Web
従来の紙によるタイムカードや出勤簿を廃止す
るとともに、諸届も電子化することに成功しま
した。パソコンや携帯電話を活用することによ
り、出勤から退勤まで、有休/振替休日の管理、
給与計算までのデータ取り込みなど勤怠に伴う
一連の事務処理をペーパレス化するとともに、
業務の効率化を行なっています。

４

Environmental Education

環境教育

社員一人ひとりが環境意識を高めて、環境活動のレベルアップを図れるように、全社員を対象に
さまざまな環境教育と啓蒙活動を定期的に実施しています。
１．霧立越トレッキング(宮崎県五ヶ瀬)

０５年５月２２日〜２３日

社員への環境教育の一環として、毎年新入社員を
対象としたトレッキング研修を実施しています。
昨年も恵まれた晴天の中、新入社員７名、引率社
員３名、計１０名で宮崎県五ヶ瀬町霧立越トレッ
キングコース（標高約1,600ｍ 全長約12ｋｍ）
を汗だくで縦走し、大自然に直接触れあい、環境
保全の大切さを学んで帰ってきました。

２．クールビズ（夏期）・ウォームビズ（冬期）
昨年度より京都議定書による温室効果ガス排出量
６％の削減を目指す「チーム・マイナス６％」に
参加、冷暖房の温度を一定温度に設定し、ＣＯ２
削減を目指すクールビズ、ウォームビズを実施し
ています。デザインセンスのある社員による活動
奨励のためのポスター作成から始まり、社員の省
エネに対する意識の向上を図りました。結果、冷
暖房の温度を夏は２８℃、冬は２０℃に設定する
ことにより、大幅な電力の削減に貢献しました。

社会貢献

Social Contribution

当社では、環境ボランティア活動や環境イベントへの参加を積極的に行っています。こうした環
境保全活動を継続的に行い、さらなる環境意識の向上に努めます。
１．枝打ち・間伐（福岡市曲渕水源地） ０５年１０月９日
森林を復活させることで水源を守り、私たちの生
活、そして河川沿岸や海洋の生態系を保護するた
め、毎年２回以上は企業ボランティアとして、枝
打や間伐に取り組んでいます。
２００５年度は、９月２５日に台風で被害を受け
た烏帽子岳（佐世保）で倒木撤去、１０月９日に
福岡の水源地の曲渕山中で枝打ち・間伐を実施し
ました。

２．さくら植樹（鳥栖市河内町）

０５年１１月１９日

昨年１１月１９日に開催されたさくら植樹式には、
社員２３名が参加し、桜の苗木の植樹に汗を流し
ました。当日は、天候にも恵まれ、６本の植樹を
行いました。リサイクルセンター周辺の桜はこれ
で７６本になりました。自分たちで植えた桜の木
が満開の花を咲かせるのは、なにものにも換えが
たい喜びがあります。
５

リサイクルセンターの活動

Activity of Recycle Center

『ＩＴのゆりかごから墓場まで』機器の販売・メンテナンスからリサイクルまで、限られた資源
の有効利用と資源循環を基調とする経済システムの実現を目指しています。富士通はリサイクルセ
ンターを全国６ブロックに設立し、当社は九州・山口地区の情報通信機器のリサイクル処理を担当
しています。

システム開発
販売
製造

保守
リサイクル

II T
T のゆりかごから墓場まで
のゆりかごから墓場まで

１．入庫量
目

標

０４年度実績と同等
当目標は環境マネジメントプログラムの対象
外となっています。

具体策

九州・山口のパソコン機器の回収、自治体・
学校・民間企業・リース会社からの廃棄機器
受入

考

察

０５年度の入荷数量は増大していますが、入
荷された情報通信機器類 は軽量化された物が
多く、入荷重量は減少しています。 しかし、
当社のリサイクルセンターを利用して頂いて
いる企業・自治体は増加しており、０５年度
の新規利用企業は２００社となっています。
さらに環境に対する取り組みをアピールし新
規利用企業の増加を目指します。

入庫量（ｔ）
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０１年度 ０２年度 ０３年度 ０４年度 ０５年度

２．資源再利用
回収した機器を分解、素材ごとに分別することにより再資源化し、廃棄物の減量を推進しています。

分別

解体

マニュアル

パソコンおよび周辺機器

リユース

メモリ、ＣＰＵ
ハードディスク
etc

リサイクル

鉄、金、銀、銅
アルミニウム
ステンレス
プラスチック
ガラス

私たちの生活に還元
６

分別

紙製品

３．グリーン電力の利用

〜バイオマス電力〜

「バイオマス（ biomass ）」 とは、「バイオ（ bio＝生物、生物資源）」と「マス（ mass＝量）」
からなる言葉で、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」という意味です。
代表的なものとしては、食品廃棄物、家畜排泄物、建設発生木材などから、電気や熱、液体燃料など
のエネルギーを取り出したり、生分解性プラスチックなどの工業原料として、さまざまな用途に活用
が可能となっています。
バイオマスは、太陽のエネルギーと水・土・空気を使って生物により自然循環のなかでつくられる
資源です。このため、石油・石炭といった化石資源や、金属などの鉱物資源と異なり、適正に利用す
れば枯渇することがありません。また、近年、石油・石炭など化石エネルギーの大量消費により、地
球温暖化が国際的な問題になってきていますが、バイオマスは使用しても地球温暖化をもたらす大気
中の二酸化炭素を増加させない資源として、注目されています。バイオマスは、石油や石炭に比べ、
有害物質が少なく、クリーンな資源でもあります。

バイオマス資源

バイオマス燃料

バイオマス電力の購入

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
５０００Kw
（林地残材）

（エタノール）

発電

（稲わら）

（メタノール）

CH ４
（家畜排泄物）

（メタンガス）

炭酸ガス

光合成

炭酸ガス吸収と資源の再生

２００５年８月１０日より、リサイクルセンターで消費する電力の
うち、 約４分の１にあたる５０００ ｋｗｈをバイオマス発電による
クリーンエネルギーでまかない、経営面においても循環型社会に貢
献して います。

７

環境会計

Environmental Account

当社では環境保全に関わる費用と効果を定量的に把握し、環境投資と効果を評価する『環境会計』
を導入しています。費用と効果を比較しやすくする為に、出来る限り貨幣換算しました。また効果に
ついては、間接効果（当社の環境活動による社会への貢献を貨幣換算したもの）も考慮し算出してい
ます。
１．費用（注１
事務所

リサイクルセンター

（単位：千円）

環境保全費用の分類

主な取り組み

投資額・費用額

①営業・サービス活動により
事業エリア内で生じる環境
負荷を抑制するための環境
保全費用
（事業所エリア内費用）

・省エネ等の環境対策関
連設備投資・償却費
・環境保全維持管理費

②管理活動における環境保全
費用
（管理活動費用）

・環境負荷の監視・測定
・環境マネジメントシス
テム構築、運用、認証
取得
・環境教育

③社会活動における環境保全
費用
（社会活動費用）

・森林保護活動
・環境情報の公表及び環
境報告
・環境保全を行う団体へ
の寄付、支援効果の内
容

合

計

環境保全費用の分類
①営業・サービス活動により
事業エリア内で生じる環境
負荷を抑制するための環境
保全費用
（事業所エリア内費用）

８，６０１

８，３４４

４２０

合

（単位：千円）

主な取り組み

投資額・費用額

・廃棄物のリサイクル、
減量化の為の設備投資
維持管理費用
（設備費）

１３，６４２

・廃棄物のリサイクル、
減量化の為の設備投資
維持管理費用
（人件費）

３６，９７０

・廃棄物のリサイクル、
減量化の為の設備投資
維持管理費用
（その他 維持費）

２８，６１０

計

７９，２２２

１７，３６５

２．効果（注２
事務所

リサイクルセンター

（単位：千円）

効果の内容

主な取り組み

①事業エリア内
で生じる環境
保全効果
（事業所エリア
内効果）

効果の分類

・地球環境の
保全

・紙の使用量削減
・電気の使用量削減
・業務車両の燃費向上
・グリーン商品の販売
・個人活動テーマの
実践（注４

②社会活動にお
ける環境保全
効果
（社会活動効果）

・企業イメー
ジの向上
・環境保全へ
の啓蒙活動

効果額

１５，４９０
（注３

・森林保護活動
・環境情報の公表及び
環境広告
・環境保全を行う団体
への寄付、支援

合

計

効果の分類

効果の内容

①事業エリア内
で生じる環境
保全効果
（事業所エリア
内効果）

２８４

・資源循環

（単位：千円）

主な取り組み

４１，３９９

・廃棄物の分別によ
るリサイクル率向
上（素材販売額）

３６，３２８

・廃棄物の収集によ
る資源回収率向上

１５，７７４

・メーカ共同での素
材リサイクル開発
協力
合

効果額

・廃棄物の分別によ
るリサイクル率向
上（処理受託費）

計

９，０２５

５，４５３

９２，２０５

３．収支・CO２低減量
（単位：千円）

収

支

（事務所）

▲１，５９１

（単位：千円）

収

支

（リサイクルセンター）

１２，９８３
（単位：千円）

収

支

（全

体）

１１，１２６
（単位：ｔ）

CO2低減量（個人活動分１，２９８kgを含む）（注５

８

１５５，５５３

４．考察
環境会計で 費用とは、環境を良くするために費やした経費・投資額のことで、グリーン商品の開
発費や環境活動を管理・維持・推進するために要した経費・人件費などを指しています。効果とは、
紙や電気を削減したり、ボランティアで間伐・植樹したりといった環境保護活動を通じてＣＯ２排
出の削減につながる行為に関わる費用を指しています。ただし、リサイクルセンターでは一部売上
を含みます。 今回から環境会計の内容をより判りやすくするために、事務所とリサイクルセンター
に分けて表記しました。 事務所は環境保全活動した金額であり、 リサイクルセンターは営業活動そ
のものの数字を掲載しています。
事務所においては、１７，３６５千円の費用に対して１５，７７４千円の効果が得られました。
収支としては１，５９１千円の赤字となっています。環境活動も会社経営と同じなので費用をかけ
た以上に効果を出すことが求められます。そのような中でシステム導入によるＣＯ２排出量の削減
やグリーン商品の開発及び販売の推進など、年を重ねるごとに環境活動と業務の活動を分けること
なく一環した環境保全型経営を推進しています。社員一人ひとりの地道な活動で０６年度は収支が
プラスになるように環境活動の充実を図ってまいります。
当社の環境活動の中核となっているリサイクルセンターにおいては、７９，２２２千円の費用に
対して９２，２０５千円の効果が得られ、１２，９８３千円の利益を生み出しました。計画・実績
の「リサイクルセンター新規顧客件数増加」でも触れていますように、着実に環境保全の輪は広 が
っていることが数字の上からもはっきり読み取れ、環境意識の高揚が認められます。
（注１：費用

環境保護のために積極的に投資したもの
実質支出額および人件費（活動時間×人件費単価）にて算出
（注２：効果
ＩＳＯ管理指数を用いた前年比削減率をもとに回避原価方式によるシミュ
レーションで算出
（注３：間接効果 環境活動によって得られた社内効果と、社会に貢献した社外効果を考慮し
貨幣換算したものです
具体的には、昼休みに消灯するという活動によって、蛍光灯の使用を一日
一時間短縮しています。それによって電気量が削減され、ＣＯ２の排出が
削減されるという間接効果が発生すると考え、その電気量を貨幣換算して
います
（注４：個人活動テーマの実践
０４年度より、企業としての活動に加え、個人ごとにテーマを設定して、
社員一人ひとりが環境に対する意識を高めています。これらの活動も集計
した結果１，２９８ｋｇのＣＯ２排出削減となり、比率としては小さいで
すが環境会計の効果にも盛り込んでいます。

個人活動テーマ

実施状況

往復９ｋｍの車通勤を、できるだけ自転車通勤に切り替えることで
ガソリンの消費を抑える。雨のときはバス通勤も行う。又、本社な
どへの移動を車ではなく、電車、バスを利用する。

４月〜 ６月：６回
７月〜 ９月：５回
１０月〜１２月：４回
１月〜

３月

上期
下期

出退社時はエレベータを利用せず、階段を利用する。

５６回
３２回

73.5kg

１回

４月〜９月：２５１回
１０月〜３月：１４９回

通勤時のアイドリングストップを実施する。

（注５

CO2削減量

4.4kg

0.2kg

ＣＯ２低減量
当社の環境保全活動により、どのくらいのＣＯ２が低減できたのか次のシ
ミュレーションで算出しました。
※ＣＯ２低減量＝効果額（左表２．効果の合計額）÷ＣＯ２被害コスト
ＣＯ２被害コスト：ＣＯ２大気汚染物質の排出が１ｔ増えた場合の環境的な被害を推計し貨幣
換算したもの（７００円 /ｔ）
参考資料：『環境省環境会計ガイドライン２００５年度版』
（http://www.env.go.jp/policy/kaikei/guide2005.html ）

９

Course of Environmental Activity

環境保全活動のあゆみ

組織的に環境活動へ取り組んできた主な活動内容をご紹介します

’97

リサイクルセンター開設（鳥栖市）
リサイクルセンター開設（鳥栖市）
IＳO認証取得に向け『みどりの委員会』発足
IＳO認証取得に向け『みどりの委員会』発足

’98

環境マニュアルを新規制定
環境マニュアルを新規制定
ＩＳＯ１４００１認証取得
ＩＳＯ１４００１認証取得

’99

水源の森保全活動へ参加開始
水源の森保全活動へ参加開始
さくら植樹式開始（リサイクルセンター）
さくら植樹式開始（リサイクルセンター）
『グリーンセーバー』提供開始
『グリーンセーバー』提供開始

’00

環境省・長崎県主催『地球温暖化防止シンポジウム』パネルディスカッションへ参加
環境省・長崎県主催『地球温暖化防止シンポジウム』パネルディスカッションへ参加

佐世保市主催『エコライフフェア』へ出展
佐世保市主催『エコライフフェア』へ出展

’01

福岡県主催『森林と水のシンポジウム』パネルディスカッションへ参加
福岡県主催『森林と水のシンポジウム』パネルディスカッションへ参加
環境報告書創刊
環境報告書創刊

’02

九州北部三県森林ボランティアへ参加開始
九州北部三県森林ボランティアへ参加開始
環境省主催『こどもエコクラブ全国フェスティバル』へ出展
環境省主催『こどもエコクラブ全国フェスティバル』へ出展
個人別活動テーマに環境目標値を追加
個人別活動テーマに環境目標値を追加

’03

させぼ環境ＩＳＯネットワークへ参画
させぼ環境ＩＳＯネットワークへ参画
福岡市ごみ減量優良事業者へ登録
福岡市ごみ減量優良事業者へ登録

福岡市よりごみ減量優良事業者として奨励賞受賞
福岡市よりごみ減量優良事業者として奨励賞受賞
地球温暖化防止福岡市民大会にて活動発表
地球温暖化防止福岡市民大会にて活動発表
月刊みどりの委員会だより創刊
月刊みどりの委員会だより創刊

’04

福岡共同古紙回収事業へ参画
福岡共同古紙回収事業へ参画
みどりの３カ条制定
みどりの３カ条制定
佐世保市森林組合ボランティアへ参加
佐世保市森林組合ボランティアへ参加

福岡県中小企業家同友会より環境報告書大賞受賞
福岡県中小企業家同友会より環境報告書大賞受賞

’05

福岡県水源の森基金より感謝状授与
福岡県水源の森基金より感謝状授与

環境報告書発表
当社の環境報告書2004が、福岡県中小企
業家同友会主催の環境報告書審査にて｢環境
報告書大賞｣を受賞しました。さらに、中小
企業同友会の平成１７年度全国大会(名古屋 )
において、環境活動の事例発表依頼を受け、
講演いたしました。

１０

Company Outline

会社概要・組織

当社は九州地区の富士通パートナーとして九州一円と東京を中心に、情報機器の販売とそれに伴
うソフトウェアの開発、情報インフラ、通信機器の販売・工事、リサイクルを行うことで、お客様
のソリューションをお手伝いしています。
１．概要
設

立

１９６３年４月１日（昭和３８年）

資 本 金

５５，５００，０００ 円

従業員数

１３２名（２００６年４月１日現在 ）

事業内容

電子・情報通信機器の販売、ソフトウェアおよびコンピュータシステムの開発、
ならびにこれらに関する工事・保守・リサイクル

取扱商品

電子情報機器（パソコン、周辺機器、サプライ用品他）
情報通信機器（防災無線システム、無線機、交換機他）
応用機器（ダム管理システム他）、各種アプリケーションソフト

２．沿革
１９６３年 ４月 佐世保市松浦町７７番地に会社設立
１９６５年１０月 福岡市に福岡営業所を開設
１９７１年１０月 北九州市に北九州営業所を開設
１９８０年１０月 佐世保市万徳町に本社ビル落成
１９８２年 ５月 長崎市に長崎営業所を開設
１９８３年 ５月 福岡市にサービスセンターを開設
１９８３年 ８月 鹿児島市に鹿児島営業所を開設
１９９１年 ９月 インターネットプロバイダ事業開始
１９９７年 ７月 鳥栖市にリサイクルセンターを開設
１９９９年 ３月 ISO14001認証取得
２０００年 ４月 電子商取引（EC）事業開始
２００１年 ４月 東京営業所を開設
２００３年 ２月 ＡＳＰ事業開始
リサイクルセンター全景
２００４年 ６月 公共ソ）部門 ISO9001 認証取得
２００５年 ８月 リサイクルセンターでバイオマス発電による電力導入

３．組織
取締役会
取締役会
内部環境監査員
内部環境監査員

みどりの委員会
みどりの委員会
環境管理責任者
環境管理責任者

本社
本社

企画管理課
企画管理課

営業課
営業課

福岡支店
福岡支店

システム課
システム課

営業課
営業課

長崎営業所
長崎営業所

システム課
システム課

リサイクルセンター
リサイクルセンター

営業課
営業課

北九州営業所
北九州営業所
鹿児島営業所
鹿児島営業所
東京営業所
東京営業所

サービスセンター
サービスセンター

認証取得サイト：

１１

Green Committee

みどりの委員会

みどりの委員会はＩＳＯ１４００１取得に向けて組織的な推進を行なうために１９９８年に発足
しました。本社、福岡、長崎、鳥栖の各サイト（事業所）から代表者が毎月１回集まり、社長、環
境管理責任者が加わって約１０名で構成しています。現在では「〜の継続的改善」をコンセプトに
ＩＳＯ１４００１の対応だけでなく、全社的な幅広い環境活動の中心的存在として社員の啓蒙活動、
対外的なアピール活動、目的・目標の管理などを行なっています。

みどりの委員会委員長
田雑 雅広

みどりの活動に携わるようになって５年目、委員長にな
って３年目となります。私がみどりの委員会のメンバーと
して活動するようになったからかもしれませんが、周囲を
見回しても５年前当時と比べて企業活動や流通する商品が
「環境」に対して非常に意識するようになってきたと感じ
ます。そういった中で当社が比較的早い段階で「環境」に
配慮した活動が出来ていることは誇りに思います。これか
らもみどりの委員会を当社の環境活動の中心として、単に
ＩＳＯ１４００１の認証維持という狭い活動でなく環境に
対してよりよい活動を幅広く取り入れて推進していきたい
と思います。

環境管理責任者になり６年になります。その間に毎年の
サーベイランス、更新審査を受審し２月には、２００４年
度版への移行審査も無事終わりました。
私の役目は、環境マネジメントですが、我が社は、どち
らかと言えばマニュアルに則った活動というより、環境負
荷軽減を模索しながらいろんなことにトライする会社です。
これは、我が社のコンセプトである「人とみどりとソリュ
ーション」を社員一人ひとりが充分に理解した表れだと思
います。これからも推進部隊である「みどりの委員会」と
連携をとりながら認証維持を行っていきます。
環境管理責任者
赤司 秀彦

月１回（第３木曜日）みどりの委員会メンバーが集 まっ
て、実績のレビューを行い、目標未達成の場合は即座に原
因の分析を行い対策を実施します。また、外部講師による
勉強会や新たな環境活動についてアイデアを出し合ったり
活発な意見交換をしています。若いメンバーで構成してい
ますが、各サイトの代表として参加しており、それぞれの
職場に戻れば環境活動の推進責任者として重要な役割を担
っています。
みどりの委員会の会議風景

みどりの委員会メンバー

大家(本社)
環境推進担当

大田(福岡支店)
電気管理担当

右田(福岡支店)
環境推進担当

藤野(福岡支店)
紙管理担当
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松田(福岡支店)
ｼｽﾃﾑCO2担当

川添(ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ)
ＲＣ新規客担当

弥永(長崎営業所)
環境推進担当

Schedule of Activity

活動スケジュール

今年度は、システム導入によるＣＯ２排出量削減、ＲＣ新規顧客件数増加の新プログラムで運用
を開始します。また、社員の個人活動テーマの一層の充実を図ります。例年通り、環境ボランティ
アや環境イベント等の継続参加を行います。

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２

３

新入社員教育（烏帽子岳）
新入社員教育（トレッキング）
環境報告書
新プログラム運用開始
みどり委員会ブログ開設
植樹、間伐（曲淵水源地、烏帽子岳）
ＩＳＯサーベランス
エコ商品紹介
個人活動テーマ実施
広報活動
ＩＳＯ活動実績の評価

Comment

第三者コメント

第三者という独立したお立場より、本報告書についてご意見をいただきました。当社は、こうし
た客観的評価を真摯に受けとめ、今後の活動に活かしていきます。

福岡県中小企業家同友会
地球環境問題委員会 委員長
末竹 哲 様
(有限会社日研 代表取締役社長)

福岡県中小企業家同友会の、１６年度「環境報告書大賞」受賞お
めでとうございます。
この報告書を読み、社員の方の話を聞くなかで、貴社が環境保全
にどれだけコストと人材を投入し、継続的改善活動を続けているか
知ることができます。これは、小林社長の環境経営に対する強いリ
ーダーシップと、それを支える地道で誠実な環境保全活動を担当し
ている「みどりの委員会」のメンバーや従業員の皆さんの、日々の
努力の積み重ねであることを実感させられます。そして、さまざま
なステークホルダーの方々が、貴社の企業姿勢を環境報告書で知る
ことは、大きな意味があると思います。また、環境会計の導入が始
まっていますが、独自の評価基準を開発するなど、「環境・社会報
告書」にふさわしい内容に進化していくことが今後の課題でしょう。
最後に、近年、企業倫理に違反する事案が相次いで発生していま
す。理念や仕組みをつくるだけでなく、トップから従業員にいたる
までが、倫理性の高い企業人になることが求められています。
今後の貴社のダイナミックな成長にさらに期待します。
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本

社

〒857‑0034 佐世保市万徳町4‑18
Tel:0956‑23‑6221 Fax:0956‑25‑0784

福岡支店
〒812‑0011 福岡市博多区博多駅前1‑5‑1ｶｰﾆｰﾌﾟﾚｲｽ博多3階
Tel:092‑471‑0848 Fax:092‑471‑8621

東京営業所
〒105‑0003東京都港区西新橋1‑13‑5長井ビル2階
Tel:03‑3593‑1470 Fax:03‑3593‑1470

北九州営業所
〒802‑0003 北九州市小倉北区米町2‑2‑1新小倉ﾋﾞﾙ3階
Tel:093‑511‑8164 Fax:093‑551‑6067

長崎営業所
〒850‑0057 長崎市大黒町4‑26北村ﾋﾞﾙ2階
Tel:095‑828‑2762 Fax:095‑828‑2756

鹿児島営業所
〒892‑0844 鹿児島市山之口町3‑31住友生命鹿児島ﾋﾞﾙ2階
Tel:099‑224‑8820 Fax:099‑224‑8871

サービスセンター
〒812‑0044 福岡市博多区千代2‑2‑38共進ﾋﾞﾙ1階
Tel:092‑651‑6008 Fax:092‑651‑6160

リサイクルセンター
〒841‑0087 佐賀県鳥栖市河内町転石2834‑16
Tel:0942‑81‑2361 Fax:0942‑81‑2362
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