
環境経営レポート

発行日:2022年７月１日

2021年度

＜ 期間:2021年４月～2022年３月 ＞



目 次

１．事業概要 １ページ

２．環境管理実施体制 ２ページ

３．環境経営方針 ３ページ

４．活動結果と評価 ＜2021年度実績＞ ４ページ

５．環境経営目標＜2022度目標と中期計画＞ ５ページ

６．環境経営計画 ６ページ

７．活動内容と評価、活動状況 ７ページ

８．環境経営関連法規一覧 ９ページ

９．代表者による全体評価と見直し結果 ９ページ



１．事業概要

（１）事業者名及び代表者
株式会社 エヌ・ティ・ティ・カードソリューション
代表取締役社⾧ 赤星 賢太

（２）所在地
本社:〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8
ギフトサービス事業部 営業支援グループ:

〒140-0012 東京都品川区勝島1-1-1

（３）認証登録範囲
全組織、全活動

（４）事業内容
・電子マネーギフトサービス、デジタル地域通貨発行代行サービス、
電子マネー決済サービスの発行、運営、商品開発、提案営業

・ICカードを活用した食堂等電子決済ソリューションの提案
・各種カードの作成、発行業務
・テレホンカードの製造・流通・販売等

（５）事業規模（2022年３月31日現在）
①従業員数 98人
②床面積 1321.39㎡

（６）環境管理責任者、連絡担当者及び連絡先
環境管理責任者:企画部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進担当課⾧ 竹川 香織
連絡担当者:企画部 ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進担当 仙北屋 文子
電話:03-6433-9489
URL: http://www.ntt-card.co.jp/index.html
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役割 責任及び権限

社⾧
（代表者）

１．環境経営方針の制定・誓約
２．環境管理責任者を任命
３．環境経営資源（資金、人、施設・機械装置等）を確保する
４．取組状況の評価と見直し並びに指示を行う

環境管理責任者
１．環境経営目標、環境経営計画に立案
２．環境管理活動全般の構築・運用
３．環境管理活動実施状況を経営者へ報告

推進事務局
１．環境経営方針、環境経営目標等を従業員に周知する
２．教育・訓練の実施及び外部からの環境上の苦情等の受付を行う
３．適用法規の調査と遵法性チェックを行う

部門責任者

１．関連する環境経営目標及び活動経営計画の実施及び活動状況の確認
２．関連する手順の作成及び運用管理
３．緊急事態の対応手順書の作成及び対応策の試行、訓練、記録
４．問題点の抽出、是正・予防処置
５．関連作業に関する環境上の教育・訓練

推進委員
１．部門の環境経営目標及び活動経営計画の実施及び取り纏め並びに部門責任者への報告
２．部門内環境改善の提案等の取り纏め

内部監査委員 １．内部監査チェックシートに基づき、各種活動状況の監査を実施

一般従業員
１．部門の環境経営目標及び活動経営計画の実施
２．環境改善の提案・実施

実施体制（役割・責任、権限）

２．環境管理実施体制

代表者
（社⾧）

環境管理責任者
（企画部 コンプライアンス推進担当課⾧）

【ギフトサービス事業部】
部門責任者

（正）ｷﾞﾌﾄｻｰﾋﾞｽ事業部⾧
（副）総括担当課⾧

推進委員・内部監査委員
一般従業員

推進事務局/内部監査担当者
（企画部 コンプライアンス推進担当）

【法人ソリューション事業部】
部門責任者

（正）法人ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部⾧
（副）総括担当課⾧

推進委員・内部監査委員
一般従業員

【企画部】
部門責任者

（正）企画部⾧
（副）総務担当課⾧

推進委員・内部監査委員
一般従業員
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３．環境経営方針
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基本理念
人類が自然と調和し、未来にわたり持続可能な発展を実現するため、ＮＴＴカードソリューション

従業員一体となって、当社の事業活動において地球環境の保全に向けて最大限の努力を行います。

基本方針

１．法規制の遵守と社会的責任の遂行

環境に関する法規制や、自主的に受け入れを決めたその他の要求事項を遵守します。
また、環境経営システムを構築し、継続的な改善を行うことにより、環境負荷の低減に努めます。

２．環境負荷の低減

事業活動により生じる環境影響を的確に評価し、経済的・技術的な可能な範囲で環境目的・
目標を設定し、環境活動を推進します。

・オフィス活動における省エネ、省資源の推進
・事業内容等の見直しに伴う業務効率化による環境負荷の低減
・ＩＴの推進による環境負荷の低減
・グリーン購入・調達の推進
・当社サービスの推進による、人の移動や紙資源の削減といった環境負荷の低減

３．社会支援等による貢献

地域社会が推進する環境活動に積極的に参加します。また、社内外とのコミュニケーションを
図り、環境情報を開示します。

４．この環境経営方針は全社員に周知すると共に、社外に開示します。

２０２２年 ７月 １日
株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション

代表取締役社⾧

赤 星 賢 太



４．活動結果と評価

【2021年度における活動結果と評価】

※二酸化炭素排出量:
CO2係数は、東京電力エナジーパートナー 2020年度調整後排出係数 0.441kg-CO2/kWh

※水使用量:
賃貸ビルのため把握不可 4

電気使用量 kWh 136,965 131,882 104% ○

二酸化炭素排出量 kg-CO2 61,908 59,611 104% ○

産業廃棄物
排出量

kg 2,200 2,500 - ▲※1

OA用紙使用枚数 枚 372,422 305,189 122% ○

グリーン購入の
取り組み

% 66.1% 75.6% 114% 〇

生産性向上 -
・社内事務処理
　　　　　　OCR・RPA化
・受注契約自動化

・業務プロセスの自動
　　　　（RPA）化推進
・新規事業業務フロー
　　　　　　　　　 標準化

達成 ○

水使用量の削減

サービスについて
環境配慮の検討

※1　産業廃棄物排出量…不要物品処分に伴う排出量増

達成率 評価

使用量の把握ができないため、節水に関する啓発活動を継続的に実施し、
一人一人の意識向上を図る

当社サービスである、電子マネーギフト、デジタル地域通貨発行代行サービス、
ネット決済等販売拡大により、人の移動や紙資源等環境負荷要因の低減に努める

取組項目 単位 目標
（2020年度実績）

2021年度
実績



５．環境経営目標

【2022年度目標と中期計画】
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2022年度 2023年度 2024年度

電気使用量 kWh 148,186 131,882
（前年度実績以下）

前年度
実績以下

前年度
実績以下

二酸化炭素排出量 kg-CO2 65,350 59,611
（前年度実績以下）

前年度
実績以下

前年度
実績以下

産業廃棄物
排出量

kg 10 2,500
（前年度実績以下）

前年度
実績以下

前年度
実績以下

OA用紙使用枚数 枚 592,075 305,189
（前年度実績以下）

前年度
実績以下

前年度
実績以下

グリーン購入の
取り組み

% 79.9% 75.6%
（前年度実績以上）

前年度
実績以上

前年度
実績以上

生産性向上 - ・社内事務処理
　　　　　OCR、RPA化

・業務プロセスの自動
　　　　（RPA）化推進
・新規事業業務フロー
　　　　　　　　　 標準化

継続実施 継続実施

水使用量の削減

サービスについて
環境配慮の検討

単位取組項目

使用量の把握ができないため、節水に関する啓発活動を継続的に実施し、
一人一人の意識向上を図る

当社サービスである、電子マネーギフト、デジタル地域通貨発行代行サービス、
ネット決済等販売拡大により、人の移動や紙資源等環境負荷要因の低減に努める

基準値
（2019年度実績）

環境経営目標



【中期経営計画】

６．環境経営計画

項目 実施内容

電気使用量の削減

 ①空調適温調整
 ②ブラインドの効果的な利用
 ③部分的消灯（昼休み、退社時）
 ④不要なOA機器の電源オフ（退社時、未使用時）
 ➄働き方改革（時間外労働削減）による電力使用量削減

廃棄物排出量の削減

 ①ゴミ分別の徹底
 ②廃棄物管理票（マニュフェスト）をもとにした適正な処理の確認
 ③ペーパーレス会議の推進
 ④FAX受信データのPDF化

事務用紙使用量の削減
 ①使用量の把握
 ②集約印刷・両面印刷の推進
 ③FAX受信データのPDF化

水使用量の削減  ①継続的な節水に向けた注意喚起

グリーン購入の取り組み
 ①エコ商品の購入推進
 ②紙類（事務用紙）のグリーン購入

その他
〔サービスについての環境配慮検討〕
 ・ネット決済推進による環境負荷要因
　　　　　　　　　　　　　　（移動により発生するもの）低減
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（１）活動内容

７．活動結果と評価、活動状況

（２－１）活動状況＜本社＞
電気使用量の削減

空調温度設定 節電の呼びかけ部分的消灯
（昼休み）
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実施項目 取り組み内容 評価 今後の方針

電気使用量の
削減

 ・年間を通じた節電の取組み実施
 ・季節にとらわれない「ビジネスカジュアル」の実施

○  ・引き続き、継続的かつ確実な取組を実施する

廃棄物排出量
の削減

 ・ゴミ分別の徹底
 ・会議時のペーパーレス化推進

○  ・引き続き、継続的かつ確実な取組を実施する

事務用紙使用
量の削減

 ・紙使用量（購入量）の削減
 ・印刷設定（両面・集約印刷）変更の推進

○
 ・紙使用枚数把握ツールの導入、使用量の社内
　周知による意識啓発を図る
 ・テレワーク推進による紙削減

水使用量の
削減

 ・従業員への啓発活動実施 ○  ・継続的な啓発活動の実施

グリーン購入の
取り組み

 ・エコ商品の積極的な購入 ○  ・エコ商品の積極的な購入継続

その他  ・電子マネーギフト、ネット決済の積極的な販売 ○
 ・引き続き、販売拡大に力を入れ、環境負荷要因
　低減につなげる



（２－１）活動状況＜本社＞
廃棄物排出量削減

FAXデータ受信

ゴミの分別回収
（居室内）

ペーパーレス会議の推進 ゴミの分別回収
（紙類）

（２－１）活動状況＜生産技術センタ＞

廃棄物排出量削減

電気使用量の削減

空調温度設定 昼休時間の消灯 不在時の消灯注意喚起

センタ内の分別回収 ビルの分別回収

水使用量削減

節水の注意喚起
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７．活動結果と評価、活動状況



８．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価結果等

（１）当社に該当する主な環境関連法規及び遵守状況の確認、評価結果

（２）違反・訴訟の有無

９．代表者による全体評価と見直し結果

当社は、当社事業（電子マネー事業、ICカード関連事業及びデジタル地域通貨発行代行サー
ビス）の積極的展開により、社会の持続的な発展に貢献していくことを経営の基本姿勢として、社員
一人ひとりが環境活動に取り組んでいます。

2021年度は、新たなサービスを提供開始し、地域社会からの要請にも迅速に対応しています。
当社事業を通じて、人の移動や紙資源の削減に貢献し、生活における利便性の向上を図っています。

また、会社全体として、社員各自が意識的に各種環境活動を実施した結果、各項目において、
目標を達成することができました。今後も引き続き、社内のDXやRPA推進により、一層の省電力、
ペーパレス推進を図り、環境負荷低減へつながったと考えております。

今後も引き続き、各法令を遵守の上、事業活動及び社内の環境啓発・各種取り組みを強化
していきます。あわせて、コロナ禍における社内の感染症対策を徹底し、新たな働き方（テレワーク
やWeb会議の積極利用等）を推進してまいります。

自ら実施した環境関連法規制の遵守状況の評価の結果、法規制等の逸脱はありませんでした。
また、過去3年間にわたって違反や訴訟はありませんでした。
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遵守評価結果

適用・遵守事項 条項 確認資料等と評価内容

1 廃棄物処理法

・分別の徹底
・適正な保管場所
・適正な業者への委託
・マニュフェストの保管（５年間）
・産業廃棄物管理票交付等状況報告

・12条
・６条
・12条
・12条

・契約書の確認
・マニュフェストの確認
・産業廃棄物管理票交付等状況報告の確認

○

2 家電リサイクル法
・特定家電製品廃棄時の処理費用負担
（家電リサイクル券の購入）

・６条 ・家電リサイクル券 該当なし

3
小型家電
　　リサイクル法

・廃棄の際はリサイクルに努める ・７条
・分別して廃棄しているか
（小型家電リサイクル認定事業者の利用）

該当なし

4 グリーン購入法 ・環境物品等の選択・購入義務 ・５条
・コピー用紙等購入資料の確認
・環境物品購入状況の確認

○

要求事項
法令名称 評価


