
2022 年 8 月 25 日 
 
 
 

２０２１年度                 

株式会社ペンマティック 環境活動レポート 

    【期間 2021 年 6 月～2022 年 5 月】 
 



 
１．環境経営方針 
  

株式会社ペンマティックは、『もの創りに感謝』の精神のなかで、地域性及び環境への

影響をふまえた上で環境方針を定め、全ての事業活動を通じて以下の実現に取組んで

いきます。 
  
 

① 事業活動による環境への影響を把握し、環境保全活動の目標を設定し、 
経済的に可能な範囲において全社員で継続的改善に取組みます。 
 
 

② 環境に関する諸法規及び各種協定を遵守します。 
 
 
③ 資源・エネルギーの消費や廃棄物の排出状況等をチェックし、環境への 

負荷を認識し、積極的にグリーン購入を進め、省エネルギー・リサイクル 
に努めます。 
 
 

④ 環境経営活動レポートを公表するなど、社内外に対して環境保護に関する 
情報の提供を行い、地域社会の一員として地域・社会貢献活動の推進 
に努めます。 
 
 
 
                     平成１６年１２月２０日制定 
                     令和元年６月３日改定 
                     株式会社 ペンマティック 
                      代表取締役 佐藤考吉 
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２．事業概要 
  
  （１）事業者名 
      株式会社 ペンマティック 
      代表取締役 佐藤孝吉 
 
  （２）所在地 
      静岡県浜松市東区天王町４３１－１ 
 
  （３）環境管理責任者連絡先 
      担当者  原田 宜道 
      連絡先  電話 053-401-7177  FAX 053-422-7171 
 
  （４）事業の規模 
      資本金  １，０００万円 
      売上高  ４１億円（２０２１年度実績） 
      従業員数  １１人 
      延べ床面積 ４３８平方メートル 
 
  （５）事業内容 
      空油圧機器、産業用ロボット、マウンター、パーツフィーダ、 
      ナットランナー、切削工具、作業用工具、測定機器、伝導・変減 機 
      工作機械、ツーリング、物流・搬送機器、各種自動機・専用機の販売 
 
  （６）対象範囲 
      全従業員を対象とした、全社取組です。 
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３. 環境経営目標とその実績

（1）環境に関する実績
　　当社における今年度を含めた過去５年間の実績は以下の通りである。

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

二酸化炭素排出量 総量(kg-CO2/年) 38,663 38,535 37,261 30,024 39,024

コピー用紙使用量 総量（kg/年） 536 540 429 405 408

水使用量 総量（ｍ3/年） 68 75 70 63 66

廃棄物発生量 総量（kg/年） 7,518 5,947 5,088 6,946 5,156

＊1年を6月から翌年5月とする。

＊購入電力の二酸化炭素算出は、環境省公表の2021年度中部電力の排出

　係数0.449kg-CO2/kWhを使用しました。

　　主な項目別の実績は以下の通りです。

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

電　気 （kWh） 16,687 16,065 15,700 14,136 16,844 17,834

ガソリン （ﾘｯﾄﾙ） 13,778 12,803 12,905 12,748 13,189 13,502

軽　油 （ﾘｯﾄﾙ） 500 491 435 370 451 348

不燃ゴミ （kg） 10 142 241 177 174 152

可燃ゴミ （kg） 637 567 512 615 621 554

再生利用資源ゴミ(kg) 6,966 6,924 5,297 4,295 6,151 4,449

＊1年を6月から翌年5月とする。

(2)２０２１年度　目標と結果

2021年度目標 2021年度実績 　評価

二酸化炭素排出量 総量（kg-CO2/年） 〇

コピー用紙使用量 総量（kg/年） ×

リサイクル率 ゴミ総量/％ 〇

（3）２０２２年度以降の目標

　　２０１５年度の実績をもとに目標を定め、新たに毎年２％の二酸化炭素の

　　排出量を削減する事を目標とし、あわせて廃棄物の発生量も毎年２％づつ

　　削減する事を目標とします。
　　また再生利用の資源ゴミを、毎年２％づつ増やす事を目標とします。

２０２2年度以降の目標値
2022年 2023年 2024年 2025年

二酸化炭素排出量 総量（kg-CO2/年） 40,960 40,140 39,340 38,550

コピー用紙使用量 総量（kg/年） 380 370 360 350

水使用量 総量（ｍ3/年） 114 112 110 108

廃棄物発生量 総量（kg/年） 5,390 5,280 5,170 5,070

再生利用資源ゴミ 総量（kg/年） 5,290 5,180 5,080 4,980
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活動における目標と結果

41,800 39,024

390 408

84％以下 82%



４．2021 年環境活動計画の内容 
（1） 数値目標を達成する為の取組 

Ａ．二酸化炭素排出量（省エネに関する取組） 
 ①アイドリングストップに心がけ、省エネ運転に努める。 
 ②無人の部屋・不使用のパソコン等の電源ＯＦＦを徹底する。 
 ③冷房温度を２８度に設定し、基準運転を心がける。 
   ＊暖房に関しては、極力使用を控えている。 
Ｂ．廃棄物排出量（リサイクルに関する取組） 
 ①両面コピーの徹底に努める。 
 ②紙類（雑誌、新聞紙、ダンボール、ＯＡ用紙）及び 
  容器類（アルミ缶、スチール缶、ペットボトル、瓶）の分別の徹底。 
 ③電子通信による発注を活用し、紙の使用量の削減に努める。 
 ④紙類・容器類のリサイクル率を増やすよう努める。 
 
C．水使用量（節水へ取組） 
 ①流し台・トイレの節水に心がける。 

 
（2） その他の取組 

① 再生紙等の積極的活用に努める。 
② グリーン対象品の購入に努める。 
③ 社員教育及び啓発活動に努める。 
④ 緊急避難訓練の実施。 
⑤ 内部コミュニケーション活動 

 
４－１ ２０２２年度も上記と同じ内容で環境活動に取組んでまいります。 
 
 
５．環境活動の取組結果の評価 
 
環境目標を達成する為に、年間を通じて次のような環境活動に取組みました。 
 
(1) アイドリングストップに心がけ、省エネ運転に努める。 

→一人一人が省エネ運転をするように活動をしている。 
(2) 無人の部屋・不使用のパソコン等の電源ＯＦＦを徹底する。 

→使用しないパソコンの電源を切る事や、無人の部屋の電源ＯＦＦはできている為、

これからも引き続き徹底していきます。 



(3) 冷房温度を２８度に設定し、基準運転を心がける。 
→夏場の冷房温度は、担当が常に確認しているため、基準運転が徹底できている。 

(4) 両面コピーの徹底に努める。 
→両面コピーは、社員全員が徹底できている。 

(5) 紙類及び容器類の分別の徹底。 
→分別の意識は徹底できているとともに、再生利用資源ゴミの量も増えている。 

(6) 電子通信による発注を活用し、紙の使用量の削減に努める。 
→電子通信による発注は増えたが、業績が良かった為、コピー用紙の使用量が増え

てしまった。 
→3 月よりペーパーレス化採用により紙の使用量が削減出来てきた。 

(7) トイレの節水に心がける。 
→リモート等が増えた為、社内トイレ使用率が増加した。 

(8) 再生紙等の積極的活用に努める。 
→従来から実行している為、定着しているので今後も継続していく。 

(9) グリーン対象品の購入に努める。 
→グリーン購入品に関しては、インターネット等で情報をとり購入に努めている。 

 (10)社員教育と啓発活動を年 1 回行う。 
   →コロナ禍 2 年目とし、経営や環境活動の方法を再確認した。 
 (11)緊急事態訓練の実施。 
   →2021 年 11 月 30 日に、線状降水帯（水害による安間川の増水・氾濫を想定した対

処訓練をした。 
(12)内部コミュケーション活動 
  →毎週月曜日の朝の朝礼時に、担当毎に確認をしている。 

 
 



６．環境関連法規への違反・訴訟等の有無

　　　実施した結果 、下記の通りです。

　　　　　　　　　　　　　環境関連法規取りまとめ表　（遵守評価記録）
　　　遵守評価日　２０２０年　７月　１７日2022年 8月25日

　承　認 　作成者

＊遵守評価の時期 、代表者による見直しの前に実施

　　法規制等の名称 　　　　　　　　　要求事項 　　条　項 　　　該当設備、項目 　　届出、報告先 　　　遵守評価

　評価者 　判　定

廃棄物の処理及び 産業廃棄物の収集運搬、処分業者と契約 産業廃棄物 浜松市環境部

清掃に関する法律 保管基準（流失防止・掲示板表示） 第六条七項 ｺﾞﾑくず、金属くず、木くず 廃棄物対策課 　　原田 　　　○

（法律第百三十七号） マニフェスト管理（Ｂ２、Ｄの照合とＥの回収確認、報告） 廃ﾌﾟﾗ、ｶﾞﾗｽくず

家電リサイクル法 特定家庭用機器廃棄物の適切な処理 第一条 ブラウン管、液晶テレビ 　　原田 　　　○

（法律第九十七号） 冷蔵庫

自動車リサイクル法 使用済自動車の適正処理 第一条 営業車 　　原田 　　　○

（法律第八十七号）

下水道法 適正な排水と排出 第五条七項 水道水の排水 　　原田 　　　○

（法律第七十九号）

グリーン購入法 環境物品等の調達の推進及び情報の提供 第一条 再生紙、通い箱 　　原田 　　　○

（法律第百十九号）

フロン排出抑制法 設備の簡易点検の実施 エアコンの室外機 　　原田 　　　〇

その他

化学物質の有無要求 D の交付 半田、各種溶剤 納入客先 　　原田 　　　○

（自社の取扱 ありません）

当社 、違反・訴訟等 全く無く、関係機関及び近隣地域から苦情や指摘も３年間ありませんでした。
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原田 天野





8．2021 年度代表者による環境活動の取組の評価と見直し 

 
 

 2021 年度は、2020 年の業績から継続するこができ、好調を維持することが出来ま

した。 
今年度は、休業をすることなく可動ができたことにより昨年よりも、二酸化炭素の

排出量や水の使用量は増加していましました。増加の要因としますと、リモートの

導入により社内への滞在時間の増加によるもの、配達の増加があります。 
業績に伴い、増加することは致し方ないと思います。その中で社員一人一人が環境

へ意識する事で少しでも減らしていければと思います。 
今後は、今回の数値や状況を踏まえ、カーボンニュートラルへの取組へ繋げていけ

れば良いと思います。 
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