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われわれは人類と自然の共生をはかり、

地球環境の恒久的な保全に努めます。

１． 地球環境改善のために自然を育む。

２． 地球環境に配慮する社員を育成する。

３． 自動化・IT化により省エネルギー・省資源に徹した

生産活動を行う。

４． 環境に配慮した製品を開発する。

５． 環境法規制を遵守する。

６． 環境経営目標を定め、環境負荷の削減を実施する。

改定日 ： 令和元年7月17日

フジデノロ株式会社

代表取締役　渡邊　樹志

フジデノロ環境理念

フジデノロ環境経営方針
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□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

フジデノロ株式会社

代表取締役社長　渡邊　樹志

（２） 所在地

本社・R&Dセンター・第一工場 愛知県小牧市多気南町361-1

営業本部・第二工場 愛知県小牧市多気中町453

熊本工場 熊本県菊池郡大津町大字杉水3353番地

赤羽工場 東京都北区赤羽西6-32-16

福島工場 福島県白河市東工業団地字北6番地

東京本社 東京都港区浜松町1-31　文化放送メディアプラス5F

松本営業所 長野県松本市笹部1-3-7　オフィスG．B　2F

北関東営業所 栃木県宇都宮市中河原町3-19宇都宮セントラルビル801

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者 管理本部部長　武田　裕史 TEL： 0568-74-1757

E-MAIL： h.takeda@fujidenolo.co.jp

担当者 管理本部　佐藤秀貴 TEL： 0568-74-1757

E-MAIL： sato@fujidenolo.co.jp

管理本部課長代理　後藤昇紀 TEL： 0568-73-8681

E-MAIL： goto@fujidenolo.co.jp

（４） 事業内容

・産業機械、航空機、医療機器、アミューズメント機器の樹脂部品及び金属部品の製造、販売。

合成樹脂部品の加工、組み立て及び販売

・商業施設向け樹脂製品及びLED製品の企画、製造及び販売

・医療・健康分野における自社商品の企画、開発、製造及び販売

（５） 事業の規模（2022月年3月期）

資本金　　9800万円

売上高　　グループ全体：102億3,700万円

フジデノロ単体：87億100万円
本社

第一工場
熊本工場 赤羽工場 福島工場 東京本社

松本
営業所

北関東
営業所

76名 70名 26名 56名 13名 3名 5名

6,665㎡ 4,003㎡ 544㎡ 6,853㎡ 245㎡ 53㎡ 57㎡

※従業員　418名（パート、嘱託、契約社員、派遣　117名含む、2022年3月31日時点）

（６） 事業年度

4月1日～翌年3月31日

（７） その他

・医療機器製造業（一般）　登録番号　23BZ200113

・医療機器製造販売業（第一種）　許可番号　23B1X10011

・高度管理医療機器等販売業・貸与業（本社）　許可番号　春保第1000271号

・高度管理医療機器等販売業・貸与業（東京本社）　許可番号　3港み生機器第28号

・医療機器修理業（画像診断システム関連）　許可番号　23BS200460

169名

営業本部
第二工場

従業員

延べ床面積 4,964㎡
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□認証・登録の対象組織・活動
（１） 対象事業所

本社・R&Dセンター・第一工場、営業本部・第二工場、熊本工場、福島工場、赤羽工場、

東京本社及び松本営業所を対象として取組。

（２） 事業活動

産業機械（半導体製造装置他）・航空機・医療機器・アミューズメント機器分野における

合成樹脂部品及び金属部品の加工・組み立て及び販売

商業施設向け合成樹脂製品及びLED製品の企画・開発・製造及び販売

医療・健康分野における自社商品の企画・開発・製造及び販売

（３） 従業員（2022年3月31日時点）

418名

（４） 環境経営レポートの対象範囲

対象期間；　2021年4月1日～2022年3月31日

次年度活動期間；　2022年4月1日～2023年3月31日

次回発行日；　2023年7月（予定）

（５） 組織図

認証・登録範囲代表取締役

環境管理責任者

本社・R&Dセンター

第一工場

営業本部

第二工場

東京本社 松本営業所 熊本工場 赤羽工場 北関東営業所福島工場

EA21環境経営会議 EA21事務局

内部監査員

各部門

推進委員
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□環境経営目標・中期目標（全社）
環境目標は「売上原単位」とする。

52期実績 53期目標 54期目標 55期目標

二酸化炭素排出量の削減 基準値 2％削減 4%削減 6%削減

電気使用量 446.8 437.9 437.9 437.9

化石燃料 15.8 15.5 15.2 14.9

合計： 485.0 475.3 465.6 455.9

廃棄物の最終処分量の削減 基準値 2％削減 4%削減 6%削減

一般廃棄物の排出量 5.6 5.5 5.4 5.3

産業廃棄物の排出量 93.3 93.3 91.4 89.6 ※1.

水使用量の削減 ― 2％削減 4%削減 6%削減

水道使用量 0.97 0.97 0.95 0.93 ※1.

化学物質使用量

※電力の二酸化炭素排出量換算値 鈴与電力 0.437 ㎏-CO2/kWh

（平成31年度実績） 東京電力 0.462 ㎏-CO2/kWh

中部電力 0.472 ㎏-CO2/kWh

※化学物質の使用量は少量でＰＲＴＲ法の規制値以下のため、溶剤の使用量把握を管理項目とする。

（特定第一種指定化学物質は使用していない）

※環境性能向上及びサービスの改善は、自社製品の部品にRoHS対応品を優先して採用する活動とする。

※1.産業廃棄物及び水使用量の基準値は53期上期実績を基に見直し済。

□環境経営実績（全社）

当環境経営レポートの活動期間（2021年4月1日～2022年3月31日）の目標・実績は、

環境経営計画（５～６ページ参照）を実施した結果、下表の通りである。
（目標） （実績） 達成状況

437.9 399.2 〇 ※1

15.5 13.0 〇
※1

上記二酸化炭素排出量合計 475.3 412.3 〇

二酸化炭素総排出量 3,894,918 ※2

一般廃棄物の排出量削減 5.5 4.5 〇 ※1

産業廃棄物の排出量削減 93.3 87.0 〇 ※1

節水（水道使用量） 0.97 0.94 〇

（適正管理） 855 ○

評価基準：　○目標達成　×目標未達

※1　達成状況について、次項で補足します。

※2　二酸化炭素総排出量には、使用量少量で活動計画以外の液化石油ガス(LPG)を含みます。

kg-CO2/百万円

自らが生産・販売提供する製品の
環境性能向上及びサービスの改善

適正管理（使用量把握）

（目標）

ｍ3/百万円

（目標）

kg/百万円

kg-CO2/百万円

項目

kg-CO2/百万円

優先採用

kg/百万円

（目標）

評価単位

kg-CO2/百万円

kg-CO2/百万円

（単位）項目

電力の二酸化炭素排出量削減

自らが生産・販売提供する製品の環境
性能向上及びサービスの改善

（目標）

○

自社製品に
おける環境
配慮部品の
採用

RoHS対応
品を優先購
入

（目標）

化石燃料の二酸化炭素排出量削
減

化学物質使用量（溶剤の適正管
理）

kg-CO2

kg/百万円

kg/百万円

ｍ3/百万円

㎏

―

kg-CO2/百万円
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□環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
評価基準； ◎よくできた　○まぁまぁできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

電力による二酸化炭素排出量の削減

数値目標 ◎

・不必要な照明の消灯 ◎ 継続

・ｻｰｷｭﾚｰﾀｰ使用によるｴｱｺﾝ稼働台数の削減 ○ 継続

・定期的なﾌｨﾙﾀｰ清掃 ◎ 継続

・設備・PC等の休日電源OFFで待機電力削減 ◎ 継続

・照明ｽｲｯﾁに「節電」掲示で啓蒙活動 ○ 継続

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

数値目標 〇

・ﾘﾓｰﾄ会議ｼｽﾃﾑ活用による拠点間移動の削減 ◎ 継続

・同方向、同地区への営業活動や納品の集約 ◎ 継続

・全営業車ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞへの移行 ○ 継続

一般廃棄物の削減

数値目標 〇

・社内LAN、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ等による文書の電子化 ○ 継続

・会議のﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化 ○ 継続

・管理表や記録のﾃﾞｰﾀ化、指示書ﾚｽ化で紙削減 ○ 継続

・ｺﾞﾐ箱の分別巡回 ◎ 継続

・材料の保護紙の再利用（ｸｯｼｮﾝ材の代替等） ◎ 継続

産業廃棄物の削減

数値目標 〇

・切断寸法の見直し、特寸材購入による端材減 ○ 継続

・刃物分別して売却推進 ○ 継続

・テフロン切削屑の分別強化、リサイクル率UP ◎ 継続

・マニフェストによる廃棄物の適正処理 ◎ 継続

節水

数値目標 ◎

・漏水の定期点検 ◎ 継続

・バルブの調整による水量及び水圧の調節 ○ 継続

・まとめ洗浄による洗浄回数の削減 ○ 継続

・「節水」掲示で啓蒙活動 ○ 継続

・雨水の利用 ○ 継続

化学物質使用量（溶剤の使用量把握）

数値目標なし ―

・溶剤使用量の適正管理 ◎ 継続

自らが生産・販売提供する製品の環境性能向上及びサービスの改善

数値目標なし ―

・自社製品における環境配慮部品の採用 ◎ 継続

評　価（結果と次年度の取組内容）

マグガードⅡでもRoHS対応品を優先購入実施。当社製
品は少量であり、納期や数量の確保が優先されるため、
取組の効果は限られるが継続したい。

取り組み計画

保管量オーバーなし。今後も継続。

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　　■継続

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し　　□継続

電力使用量は10％以上増加したが、それ以上に売上も
伸びたため、目標値を大幅達成となった。来期（54期）は
電力会社の見直しがあるため、今期の実績を基にフジ
デノロ単体での売上原単位で目標値の見直しを行う。

連続操業、受注量増加、設備増設等で材料の使用量が
増加し、廃プラが増加した。また廃油、廃アルカリも増え
たが、売上の伸びが大きく目標達成となった。当社は
「切削」が製造業務の根幹であるため、売上増に比例し
て産業廃棄物が増えていくので、長期的には切削量を
下げる製造方法、切粉の再利用方法など、抜本的な取
り組みを検討していきたい。目標値は今期の実績を基に
フジデノロ単体での売上原単位で見直しを行う。

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し　　□継続

社有車増車によるガソリン20％以上増に対し軽油は7％
以上減少したため、二酸化炭素排出量の増加をある程
度抑えることが出来た。それ以上に売上が伸びたため、
目標達成となった。なお売上と活動量は比例関係にある
ため、成長の伸びよりも費消の伸びを抑えるために、社
有車のサイズや省エネタイプのエンジンへの見直しにつ
いて、長期の具体的な計画を立てたい。目標値は今期
の実績を基にフジデノロ単体での売上原単位で見直し
を行う。

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し　　□継続

受注量の増加に伴い、材料梱包資材の段ボールが増
加。また東京本社の実績が正確に収集できるようになり
不燃物が増加したが、売上が大きく伸びたため目標達
成となった。業務で使う紙の削減は、まだまだ実施できる
余地があり、この取り組みは業務全体の改善や他の項
目の環境負荷低減にも繋がるため、重点的に取り組み
をしていきたい。目標値は今期の実績を基にフジデノロ
単体での売上原単位で見直しを行う。

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し　　□継続

□上方修正　　□下方修正　　■基準見直し　　□継続

設備増設による切削水の増加や物量増による洗浄の増
加で使用量が大幅に増えたが、売上も大きく伸びたため
目標達成となった。目標値は今期の実績を基にフジデノ
ロ単体での売上原単位で見直しを行う。

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し　　■継続
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□その他の活動
（１）「太陽光発電システム」は「営業本部・第二工場」、「福島工場」、「熊本工場」に設置しているが、

54期には「福島工場」、「熊本工場」の増設を行う。

「営業本部・第二工場」

53期　太陽光受給電力量　：　82,777 kWh

・54期増設計画

「福島工場」 「熊本工場」

・375W×540枚　　　システム容量：202.5 kWh ・375W×324枚　　　システム容量：121.5 kWh

・375W×450枚　　　システム容量：168.75 kWh ・年間予想発電量　　136,381 kWh

・年間予想発電量　　398,756 kWh ・CO2削減量　　　　　41,211 ㎏/年

・CO2削減量　　　　　210,144 ㎏/年

□環境関連法規制の遵守状況
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

環境基本法 公害防止、廃棄物への対応、リサイクル、行政への協力

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃プラ、廃木、廃油等）

浄化槽法 浄化槽の定期点検

消防法 消防用設備等の設置、消防長への届出

労働安全衛生法（有機則） 安全管理者、衛生管理者の届出、事故報告

資源有効利用促進法 自動車、家電の廃棄

自動車リサイクル法 使用済自動車の引取業者への引渡し、リサイクル料金負担

小型家電リサイクル法 携帯電話等のリサイクル化

家電リサイクル法 指定業者や家電小売店へ引渡し、リサイクル料金負担

省エネ法

工場立地法 新設・変更の届出

・別途作成の「環境法規等の取りまとめ及び遵守状況チェックリスト」を確認した結果、

　環境関連法規制等は遵守されていました。

・近隣住民、利害関係者からの苦情はありませんでした。

　なお、訴訟及び関係当局からの違反等の指摘も、過去3年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

全体的には概ね目標を達成できた。

どの項目も、売上増に伴って自然に削減できる所と、取組によって削減できた所の区別が十分でないため、

環境経営として進めた部分の効果が見えづらくなっている。

すぐには解決できないが、中長期的には目標設定や計測方法などを見直して改善したい。

・エネルギー管理統括者と企画推進者の選任
・定期報告書の提出（1回/年）・・・毎年1％以上改善が努力目標
・中長期計画書の提出（1回/年）
・判断基準の遵守

特定事業者に該当
「特定事業者」の指定。エネルギー管理統括者と企画推進者の
選任。定期報告書、中長期計画書の提出
判断基準の遵守

エネルギーの使用の合理化等に関
する法律

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

空気圧縮機原動機（コンプレッサー）の設置の届出、敷地境界
線における騒音・振動レベルの測定

使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用、フロン類
の管理の適正化、自治体の施策への協力

フロン類の使用の合理化及び管理
の適正化に関する法律

適用される法規制

騒音規制法、振動規制法
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