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中村産業株式会社

2021 環境経営レポート
　（対象期間：2021年7月1日～2022年6月31日）



□ごあいさつ

　　　　　　　　　　　　 中村産業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表取締役社長　中村　元

１． Nアプリを通してサスティナブルな事業環境と社会環境の向上に努めます。

２． 環境負荷低減効果のある商品の調達に努めます。

３． 廃棄物の削減に努めます。

４． 化学物質の適正管理に努めます。

５． 自動車燃料及び電力消費に伴う二酸化炭素の削減に努めます。

６． 節電及び節水に努めます。

７．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。

８．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します。経営における課題とチャンスを踏まえ、環境経営を行います。

制定日

改定日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長 中村　元

＜環境理念＞

「今さえ良ければ」という考えを捨て、安心して生活できる住
居・生活及び地球環境を子孫への遺産として継承していかなくて
はなりません。健康で快適な室内環境を作り出す素材の販売に
我々は力点を置きます。

2022年11月1日

2012年2月1日

環 境 経 営 方 針

　弊社は企業の社会的責任の課題の1つとして年々深刻化する地球温暖化を防止する
ために、事業活動における環境負担の低減を図ると共に、環境対応の出来る商品の
販売に努めます。

　これらについて環境目標・活動計画を定め、定期的に見直しを行い、継続的な改善に
努めます。



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

中村産業株式会社

代表取締役社長　中村　元

（２） 所在地

本　　　社 大阪府摂津市南別府町６番２号

第2ストックセンター 大阪府摂津市南別府町６番３０号

第3ストックセンター 大阪府摂津市南別府町６番３２号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

環境管理責任者 営業部 橋本　徹 TEL：090-7118-2230

担当者 営業部 中野　涼 TEL：080-8920-2699

（４） 事業内容

建築用塗料・化成品・接着剤等の販売

主要製品：遮熱塗料

（５） 事業の規模
製品出荷額 17億円

本社 第2ストックセンター 第3ストックセンター

15名 4名 1名

280㎡ 153㎡ 153㎡

（６） 事業年度 7月～６月

□認証・登録の対象組織・活動

登録事業者名： 中村産業株式会社

対象事業所： 本社

第2ストックセンター

第3ストックセンター

活動： 建築用塗料・化成品・接着剤等の販売

従業員　　　　　

延べ床面積　　　

取組の対象組織・活動



□主な環境負荷の実績
単位 2019年 2020年 2021年

kg-CO2 66,874 65,473 62,259

㎏ 1,081 1,094 1,075
㎥ 137 136 138

□環境目標及びその実績

（基準年度) （目標） 実績 （目標） （目標）
kg-CO2 15,883 14,453 11,752 14,295 14,136

基準年比 (2010年） 91% 74% 90% 89%
kg-CO2 62,274 56,669 50,508 56,046 55,424

基準年比 (2010年） 91% 81% 90% 89%

kg-CO2 78,157 71,123 62,259 70,341 69,559

kg 1,200 1,092 1,075 1,080 1,068

基準年比 (2010年） 91% 90% 90% 89%

㎥ 175 159 138 158 156

基準年比 (2010年） 91% 79% 90% 89%
kｇ 1,445 1,503 1,697 1,517 1,532

基準年比 （2016年） 104% 117% 105% 106%

電力のCO2排出係数は関西電力2013年度実排出係数0.522（kg-CO2/kWh）にて計算。
化学物質の適正管理は数値目標を挙げずに適正管理を行う。
注）削減目標を掲げている項目では、目標値以下で達成。目標値を超えると未達成となる。
　　促進目標を掲げている項目では、目標値以上で達成。目標値未満で未達成となる。

項　目

総排水量

　　　　　　　　　　　年　度
　　項　目

基準値 2021年 2022年

二酸化炭素総排出量

一般廃棄物量排出量

節水

遮熱塗料の普及

2023年

電力の二酸化炭素削
減

自動車燃料の二酸化
炭素削減

上記二酸化炭素排出量合計

一般廃棄物の削減



□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
◎よくできた　○ままできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況 次年度

数値目標 ○
○ 継続
◎ 継続
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○
○ 継続
○ 継続

数値目標 ○

○ 継続

○ 継続
○ 継続

数値目標 ○

◎ 継続

数値目標 ○

○ 実施
○ 継続

取り組み計画 評　価（結果と次年度の取組内容）

電力による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し
・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃） 継続的な活動により、順調な実績を

出している。今後もポスター掲示に
よる意識付けを行っていく。

・事務所の不用な照明の消灯の徹底
・不用なコンセントを抜くことによって待機電力を削減

・節電ポスターを掲示

一般廃棄物の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

・分別の徹底 目標達成手段は好調に効果を発揮し
ている。
引き続き行うことにより、更に一般
廃棄物の削減を行っていく。

・両面、集約コピーの徹底ポスターの
掲示・コピーのロス軽減のポスター掲示

自動車燃料による二酸化炭素排出量の削減

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

・アイドリングストップを朝礼で告知 基準からの削減率は非常に好調であ
る。
今度はさらに朝礼の告知を徹底し、
更なる削減を図る。

・効率的なルートで配送

節水（水道水の削減）

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

・節水ポスターの掲示 順調に削減出来ているが、今後も活
動を継続する。

製品への環境配慮

□上方修正　　□下方修正　　□基準見直し

・環境配慮商品（遮熱塗料）の販売数把握 今後も出荷数量の増加に向けて販売
促進を行っていく。・環境配慮商品（遮熱塗料）の展示会出展による販売拡大



□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。

なお、関係当局よりの違反・訴訟等の指摘は、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

☑ 変更なし □ 変更あり
☑ 変更なし □ 変更あり
☑ 変更なし □ 変更あり

□環境活動の紹介

環境経営方針
環境経営目標・計画
実施体制

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

今後も環境負荷低減が期待出来る商品の販売に努めます。
漆喰製品の販売以外にも、節電効果の期待が出来る蓄光製品の販売も行っておりま
す。
廃材に関しても、社員一丸となってさらに削減する意識を持つようにしていきます。

フロン排出抑制法 空調機
自動車リサイクル法 営業用乗用車、トラック
NOx・PM法 営業用乗用車、トラック

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（廃液・廃棄缶）
消防法（危険物） 溶剤系塗料・シンナーの保管




