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株式会社ウエムラ

（対象期間：2021年7月～2022年6月）

 環境経営レポート



　　　   ごあいさつ

　株式会社ウエムラは空間を演出するディスプレイ技術を通じて社会に貢献し

ています。私たちは常に能力を開発し、社会的地歩の確立に努めながらも地球

環境に優しいティスプレイ技術の展開をすることによってディスプレイに新し

い価値を生み出し、独創性を重んじた提案型企業として一歩ずつ進みたいと思

っています。

　　　　　株式会社ウエムラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　　上村　豊

 　　　　　　　　　環 境 経 営 方 針

＜基本理念＞

株式会社ウエムラは、地球環境保全が地球全体のための重要課題であると認識し
ディスプレイ業において、積極的に地球環境保全の向上に取り組みます。

＜環境保全への取り組み＞

1．環境関連法規制や当社が約束したことを順守します

２．次の事項について環境目標・活動計画を定め、継続的な改善に努めます

　　　　電力及び燃料の二酸化炭素排出量の削減

　　　　廃棄物排出量の削減及び再資源化の推進

　　　　水道水使用量の削減(水資源の保全）

　　　　自社の事業活動の中で、地球環境にどのように貢献できるかを推進します

　　　　環境に配慮した製品の企画・開発を推進します

３．環境への取り組みを環境経営レポートとしてとりまとめ公表します

４．この環境経営方針は、全従業員に周知・徹底します

　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ウエムラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長 　　　　上村　豊

　　　　　　　　　　　　　　　　　制定日：平成25年1月24日　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　改定日：令和 １年６月10日　　　　　
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      組織の概要

（１） 名称及び代表者名
　　株式会社ウエムラ
　　代表取締役社長　上村　豊

（２） 所在地
　　大阪府大阪市此花区島屋3-1-10

（３） 環境管理責任者氏名及び連絡担当者
　　環境管理責任者 企画開発部 福谷　勝之
　　連絡担当者 総務部　 青木　恵美　

（４） 事業内容
　　ディスプレイ業　全般

（５） 事業の規模
　製品出荷額 647 百万円(2021年度）

（６） 事業年度 7月　～　6月

      認証・登録の対象組織・活動

（１） 登録組織名　 株式会社ウエムラ

（２） 活動 ディスプレイ業　全般

（３） 所在地 大阪府大阪市此花区島屋3-1-10

（4） 対象外 なし

     実施体制図

従業員　　　　　
本　社
19名

＜ 3 ＞ 

延べ床面積　　　 594㎡



        主な環境負荷の実績

        環境経営目標及びその実績

電力による二酸化炭素排出係数 : 0.493kg-CO²/kwh

（2016年関西電力調整後、排出係数）

2019年度

28,912

254%

181

88％

13,710

95％

12,802

1,092

181

398

2021年度

（目標） （実績）

729

244

191

1210万円

13,854

節水

㎥ 191 183 193

産業廃棄物の削減

㎥ 244 234 265

（2017年度） 96% 108％基準年比
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（2017年度）

環境に配慮した
生産活動

3078万円
資材再利用

案件

1500万円 1600万円 1700万円

179

基準年比 （2017年度） 96% 101％ 95％ 94％

95％ 94％

996

一般廃棄物の削減

Kg 729 699

基準年比 （2017年度） 96% 136%

上記二酸化炭素排出量合計　Kg-CO₂ 30,678 29,450 28,619 29,143

2022年度 2023年度

15,429

96%

15,611

97％

15,268

95％

（目標） （目標）

15,107

94％

自動車燃料の二酸
化
炭素排出量削減 基準年比

基準値

項　目

年　度

電力の二酸化炭素
排出量削減

（基準度）

14,432

（2017年度） 96%

Kg-CO₂

基準年比

総排水量

単　　位

kg-CO₂

㎏

㎏

㎥

項　　目
二酸化炭素総排出量

CO

₂

排出係数　0.493

一般廃棄物排出量

産業廃棄物排出量

16,072

（2017年度）

2017年度

30,679

Kg-CO₂

206
都市ガスの二酸化
炭素排出量削減

Kg-CO₂ 174 167 165

基準年比 （2017年度） 96% 118％ 95％ 94％

163

2021年度

28,619

996

265

193

13,566

94％

231 229

692 685

95％ 94％

28,836

2020年度

29,520

1,134

130

215



      

◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

   環境活動計画と結果及びその評価、次年度の取組内容
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・資材再利用案件の受注 △ 継続 SDGｓを意識したクライアントが増えた為
古着回収のイベントが増加しました。提案
のみで没物件になった物も多くありました
がフードロス対策やリサイクルディスプレ
イなど、環境に配慮した提案が色々とでき
ました。

・古着回収イベント ○ 継続

・リモートによる出張旅費の削減 ○ 継続

・下水道展の施工 ○ 継続

継続

・漏水の定期点検 ○

製品への環境配慮

数値目標 ○

水道水の削減

数値目標 ×

・節水シールの掲示 ○ 継続 基準年以降に、敷地内に白樺の木を植栽し
自動で水が出るよう散水機を設置した為、
使用量が増えている。それ以外の節水活動
を頑張っていきたい。

・節水レバーの取り付け ○

・作業ミスによる廃棄物増量を減らす ○ 継続 昨年に比べ売上が少し増加したことに伴い、産
廃も増加したと思われる。月別にみると目標を
達成できている月が半分あり、よい傾向だと思
うが今後も廃棄物をなるべく出さないよう、ク
ライアントにも呼びかけていきたい。

・部材の再利用 ○ 継続

・鉄くずのリサイクル ×

継続

・裏紙使用 × 継続

産業廃棄物の削減

数値目標 ×

一般廃棄物の削減

数値目標 ×

・分別の徹底 ○ 継続 1年を通して大幅に量が増えている。紙ゴミは複
合機の機能もあり減ってはいるがカタログの処
分等で量が増えている。分別をしっかりとし、
ミスコピーや必要のない資料の印刷など控える
ように呼び掛けていきたい。

・シュレッダー廃紙のリサイクル化 ○

継続

・急発進、急加速の抑制 ○ 継続

・荷重の軽減 × 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 ○

・アイドリングストップ ○ 継続 月別にみると目標を達成できている月が半分以
上あり、よい傾向だと思う。
引き続きアイドリングストップを意識し、急停
止、急発進なども含め削減を呼び掛けていきた
い。軽油車の使用を1度もしなかったことは良い
事なので引き続き続けていきたい。

・効率的なルートで納品 ○

・温水温度の適正化 △ 継続 寒い時期以外の使用量はもう少し抑えれる
よう、呼びかけていきたい。目標達成はで
きていないが大幅な増加はない為、このま
ま維持を目指したい。

都市ガスの二酸化炭素排出量の削減

数値目標 ×

・空調温度の適正化（冷房28℃　暖房20℃） △ 継続 毎年のことだが、やはり気候による影
響が大きく、目標達成が難しい月があ
る。コロナによる換気の影響もあると
思われるが、社員の体調を一番に考え
空調を使用したい。

・不必要な電気の消灯 ○ 継続

・生産工程の待機時間短縮 ○ 継続

環境活動計画 達成状況 次年度 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

数値目標 ×

・夜間・休日はＰＣ、プリンタ等の主電源を切る ◎ 継続



    

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。

環境関連法規制等の遵守状況の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

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。

      

      

節電対策として事務所のエアコンの入れ替え、ファンの設置

   環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

  代表者による全体の評価と見直し・指示

  社内環境活動

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

一般廃棄物、産業廃棄物

適用される法規制

廃棄物処理法

消防法（危険物）

フロン排出抑制法

家電リサイクル法

環境関連イベントの受注は成果を上げつつあるので、一層の提案を行うこと。

シンナーの保管（指定数量の1/5未満）

業務用空調機
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冷蔵庫・エアコン

コロナの影響により激減した売上が少しずつ戻ってきています。
それに伴い、産業廃棄物やガソリン代等が増加したと思われます。

ですが、SDGｓを意識したクライアントが増えたことにより、古着回収

イベントや、提案のみで没企画になったものを加えると環境を考えた

ディスプレイの提案が色々できたように思います。
少しずつではあるが目標を達成する意識ができてきたように思う。


