
ニチレイグループ 環境報告書 20048

2003年、ニチレイグループは、
環境経営格付機構による「環境経営格付評価」を受けました。
社会が企業に求めていることは何かについて、格付調査を通じて認識し、
改善につなげていきます。

「環境経営格付評価」を受けて

戦略 

成果 

戦略 

優 良 可 不可 落第 該当せず 
葉なし 

成果 
仕組 

●「経営」項目について

経営に関する項目は、現在すでに

取り組んでいる内容が多く、概ね評

価を得ることができました。しかし、

2003年度に発生した製品回収事

故の反省を踏まえ、法令遵守、リス

クマネジメントに関して、より一層

の徹底を図っていきます。

●「社会」項目について

概ね「優」の評価を受けていますが、

一部の事業所の取り組みにとどま

っている項目もあります。今後は、

ニチレイグループ全体の課題とし

て、方針の策定および具体的な取

り組みを実施していきます。

●「環境」項目について

現在、取り組みが進んでいない項

目があるなど、対策・改善を要する

事項が多いことから、土壌汚染対

策や物流におけるCO2削減対策な

どについて、2006年度末に向け

た具体的な目標を設定して、改善

に努めます。

図の見方

「環境経営格付評価」について

NPO法人　　　　　 「環境経営格付機

構」による、企業の環境への取り組みと経

営状態を総合的に評価する格付調査で、

2回目となる2003年度は、98社が応募

しました。

調査項目は、「経営（5項目）」「環境（9項目）」

「社会（7項目）」の3カテゴリー・21項目

からなり、戦略・仕組・成果の3つの視点

（合計189設問）から評価されます。

調査結果は、左図のような「経営」「環境」

「社会」を示す幹を持つ木と葉の色で表さ

れ、企業の取り組みの状況を一覧するこ

とができます。

調査結果を受けて

用語解説 

地球環境とともに
2003年度は、2001年度にスタートした中期目標の最終年度として、

最終処分廃棄物の削減やCO2排出削減に注力し、

概ね目標を達成することができましたが、

目標に対して成果が不十分な点もありました。

こうした状況を踏まえ、2004年度からはあらゆる環境負荷の低減を目指す

「ゼロエミッション」をニチレイグループ共通のテーマとして掲げ、

この達成に向けた新しい中期目標を策定しました。

環 境 方 針

1. 環境負荷低減に努めます。

2. 環境マネジメントシステムの構築により、環境保全対応の強化を図ります。

3. 環境法規、条例等の法的要求事項を遵守します。
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環境負荷の全体像
地球環境とともに

リサイクル量 最終処分廃棄物量＊7

5（千トン/年） 6（千トン/年）

上水道
工業用水
地下水(井水)
合計

858（千ｍ3/年）
224（千ｍ3/年）
670（千ｍ3/年）

1,752（千ｍ3/年）

事業ごとの環境負荷

＊1 換算係数
電力：省エネ法施行規則（2002.12.27改正）による
その他の燃料等：資源エネルギー庁発表「エネルギー源別

発熱量表の改訂について（2001.3.30）」による
＊2  1G（ギガ）J。J（ジュール）はエネルギーの単位で、4.2Jが

約1calに相当する

＊3 排出係数：「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」より
＊4  排出係数：「環境活動評価プログラム-エコアクション21-」

（環境省総合環境政策局発行）より
＊5 排出係数：「窒素酸化物総量規制マニュアル（改訂版）」

（環境庁大気保全局発行）より
＊6 排水濃度測定を実施している場合のみ排出量を算出
＊7 事業所外に排出される廃棄物のうち直接処分場に埋め立て

られる廃棄物の処分量および外部でエネルギー利用など
がされず単純焼却される廃棄物の量

集計範囲（2004年4月1日現在） ※〈 〉内の数字は食品工場などの事業所数です。

＜加工食品カンパニー＞（株）ニチレイフーズ〈8〉 （株）森ニチレイフーズ 千葉畜産工業（株） （株）ニチレイ・アイス〈2〉 （株）中冷
＜水産カンパニー＞ （株）サンレイ〈4〉 （株）まるいち加工〈2〉
＜畜産カンパニー＞ （株）ニチレイ川越プロセスセンター（株）ニチレイ横浜南プロセスセンター
＜CS部門＞ （株）イナ・ベーカリー

INPUT OUTPUT
原材料

ニチレイグループの
事業活動

原材料

包装資材

120（千トン/年）

13（千トン/年）

水資源

大気系

CO2 ＊3

ＮＯx＊4

ＳＯx＊5

172（千トンCO2/年）

29（トン/年）

32（トン/年）

廃棄物

事業所外排出量 29（千トン/年）

リサイクル量 最終処分廃棄物量＊7

19（千トン/年） 10（千トン/年）

水系

下水道

河川

合計

BOD＊6

COD＊6

970（千ｍ3/年）

1,539（千ｍ3/年）

2,509（千ｍ3/年）

99,303（kg）

20,303（kg）

エネルギー

購入電力

重油

灯油

都市ガス

ＬＰＧ

ガソリン(社有車)

軽油(社有車)

エネルギー熱量換算＊1

388,120（千kWｈ/年）

5,238（ｋ /年）

2,345（ｋ /年）

1,790（千ｍ3/年）

1,224（千ｍ3/年）

257（ｋ /年）

374（ｋ /年）

4,325,709（ＧJ＊2/年）

集計範囲
関連会社における生産業務

集計範囲
関連会社における生産業務

集計範囲
プロセスセンターに
おける生産業務

集計範囲
物流センターにおける
入荷・保管・流通加工・
仕分け、出荷業務

集計範囲
研究開発および生産業務

集計範囲
研究開発および生産業務

集計対象外
①海外事業所
②ニチレイ本社や支社などのオフィス
（工場敷地内の事務所などは含まれる）
③技術開発センター
④ニチレイグループ外の生産委託先、協
力運送会社の所有する車両からの負荷

食品事業

加工食品カンパニー

水産カンパニー

畜産カンパニー

低温物流カンパニー

バイオサイエンスカンパニー

フラワーカンパニー

INPUT
原材料

原材料
包装資材

120(千トン/年)
13(千トン/年)

水資源
上水道
工業用水
地下水（井水）
合計

566（千ｍ3/年）
382（千ｍ3/年）

1,257（千ｍ3/年）
2,205（千ｍ3/年）

エネルギー
購入電力
重油
灯油
都市ガス
ＬＰＧ
ガソリン（社有車）
軽油（社有車）
エネルギー熱量換算＊1

77,685（千kWｈ/年）
5,094（ｋ /年）
2,191（ｋ /年）
1,671（千ｍ3/年）
948（千ｍ3/年）
45（ｋ /年）
50（ｋ /年）

1,210,610（ＧJ＊2/年）

OUTPUT
大気系

CO2＊3

ＮＯx＊4

ＳＯx＊5

57（千トンCO2/年）
19（トン/年）
30（トン/年）

廃棄物
事業所外排出量 18（千トン/年）

リサイクル量 最終処分廃棄物量＊7

14（千トン/年） 4（千トン/年）

水系

集計範囲（2004年4月1日現在） ※〈 〉内の数字は物流センターなどの事業所数です。

＜低温物流カンパニー＞
（株）ロジスティクス・ネットワーク北海道支店
（株）ロジスティクス・ネットワーク東北支店
（株）ロジスティクス・ネットワーク関東支店〈13〉
（株）ロジスティクス・ネットワーク東海支店

（株）ロジスティクス・ネットワーク関西支店〈5〉
（株）ロジスティクス・ネットワーク九州支店
（株）ロジスティクス・オペレーション〈3〉
（株）ニチレイ・ロジスティクス北海道〈6〉
（株）ニチレイ・ロジスティクス東北〈3〉

（株）ニチレイ・ロジスティクス関東〈9〉
（株）キョクレイ〈4〉
（株）ニチレイ・ロジスティクス東海〈10〉
（株）ニチレイ・ロジスティクス関西〈16〉
（株）ニチレイ・ロジスティクス中国〈7〉

（株）ニチレイ・ロジスティクス四国〈10〉
（株）ニチレイ・ロジスティクス九州〈16〉
東洋工機（株）
（株）ニューハウジング

低温物流事業

INPUT

水資源

エネルギー
OUTPUT

大気系
CO2＊3

ＮＯx＊4

ＳＯx＊5

114（千トンCO2/年）
10（トン/年）
1（トン/年）

廃棄物
事業所外排出量 11（千トン/年）

水系

輸送業務

お客様商品

ニチレイグループの事業活動に伴う環境負荷

上水道

工業用水

地下水(井水)

合計

1,435（千ｍ3/年）

606（千ｍ3/年）

1,927（千ｍ3/年）

3,968（千ｍ3/年）

ニチレイグループは多彩な分野へ事業を展開しているため（ 「ニチレイグループの概要」参照）、
それぞれのカンパニーごとに発生する環境負荷並びにその特徴や対策方法が異なります。
そこで、ニチレイグループの事業活動全体の環境負荷とともに、事業別の環境負荷についても把握し、
目標設定や負荷削減活動に役立てています。

下水道
河川
合計

BOD＊6

COD＊6

643（千ｍ3/年）
722（千ｍ3/年）

1,365（千ｍ3/年）

97,287（kg）
20,303（kg）

購入電力
重油
灯油
都市ガス
ＬＰＧ
ガソリン(社有車)
軽油(社有車)
エネルギー熱量換算＊1

308,679（千kWｈ/年）
0（ｋ /年）

150（ｋ /年）
119（千ｍ3/年）
273（千ｍ3/年）
211（ｋ /年）
323（ｋ /年）

3,091,801（ＧJ＊2/年）

下水道
河川
合計

316（千ｍ3/年）
817（千ｍ3/年）

1,133（千ｍ3/年）

加工食品カンパニー 水産カンパニー 畜産カンパニー （株）イナ・ベーカリー

低温物流カンパニー

＊8グループ内で直接生産、加工された商品

お客様商品

配送業務

物流センター
入荷、保管、

流通加工・仕分け、出荷

用語解説 

用語解説 

用語解説 

用語解説 

P4-5

前処理工程

調理工程

凍結工程

包装工程

製品出荷＊8
１40（千トン/年）

お客様


