
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

E&E Japan株式会社

2021年度環境経営レポート
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二酸化炭素排出量の削減を継続的に改善し、実施することを誓約いたします

2013年6月1日

代表取締役社長　金子　敬　

国際的な環境関連法規（ROHS・REACH等）を満たした製品の販売及び

廃棄物の減少化及び再生利用を継続的に改善し、実施することを誓約いたし

排水量（または水使用量）の削減を継続的に改善し、実施することを

環 境 経 営 方 針
＜環境理念＞

　金子　敬

E&E Japanは台湾EPISTAR社及びEverlight社の日系メーカー様の窓口としてLED関連

製品を中心に、液晶、Ferrite等、世界的に採用されているメーカーの製品を取り扱っ

ております。

品質確認、納期調整、万が一の不具合の際の解析、現地とのコミュニケーション等そ

れらの問題を解決すべく、E&Eは活動しています。

E&E Japan株式会社は本業である電子部品（ＬＥＤ）の販売を通じて、エネルギー資源

の保全と効率化に努めます。また、事業活動を進めていく上で、地球温暖化問題への

取り組みや地域の環境活動に自主的・積極的に取り組むとともに、環境経営の継続的

な改善を誓約いたします。

環境に配慮した商品の購入（グリーン購入）・資材を活用することを

国、地方自治体等の環境関連法規制や当社が約束したことを遵守することを

2020年2月1日

電子部品の販売を通じて、地球環境保全に配慮します。



□組織の概要

（１） 名称及び代表者名

E&E Japan株式会社

代表取締役社長　金子　敬

（２） 所在地

本　　　社 東京都新宿区市谷田町2丁目7番15号

大阪営業所 大阪市北区西天満5丁目8番15号

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者及び担当 金子　敬 / 佐藤　伸樹 TEL：03-3267-6761

（４） 事業内容

電子部品の輸入及び販売

主要製品：LED、CHIP

（５） 事業の規模

製品出荷額 19億円 2021年度

本社 大阪営業所

14名 2名

209.8㎡ 26.21㎡

（６） 事業年度 2月1日～1月31日

□認証・登録の対象組織・活動及びレポートの対象期間及び発行日

登録組織名： E&E Japan株式会社

本社

大阪営業所

対象外： なし

活動： 電子部品の輸入及び販売

※レポートの対象期間及び発行日は表紙に記載

従業員　　　　　

延べ床面積　　　



（本社）

営業部 管理部 台湾事務所

業務部 大阪営業所

・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境活動レポートの承認

環境事務局 ・環境経営システムの構築、実施、管理

環境管理責任者 ・取組の対象組織・活動の明確化

・環境経営計画の実績集計

・内部コミュニケーションの実施

・環境関連法規等取りまとめ表の作成及び最新版管理

・環境関連法規等取りまとめ表に基づく遵守評価の実施

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境経営レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

・取組の対象組織・活動の明確化

□実施体制図及び役割・責任・権限表

更新日: 2020年2月1日

代表者 社長

事務局 環境管理責任者

EA21 推進委員会

※台湾事務所は

認証登録組織ではない

役割・責任・権限

代表者（社長）

・実施体制の構築及び全従業員へ周知

・環境管理責任者を任命

・環境経営に関する統括責任

・環境経営システムの実施に必要な人、設備、費用、時間、技能、技術者を準備

・環境経営計画の取組結果を代表者へ報告

・環境経営レポートの確認

・環境経営目標、環境経営計画書原案の作成

・環境関連法規等の取りまとめ表を承認

・環境経営目標・環境経営活動計画書を確認

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

・環境経営目標・環境経営計画書を承認

・代表者による全体の評価と見直しを実施

・経営における課題とチャンスを整理し、明確にする

・文書・記録の管理

ＥＡ２１推進委員会 ・環境経営計画の審議

・環境経営計画の実績の確認・評価

部門長 ・自部門における環境方針の周知

・自部門の従業員に対する教育訓練の実施

・自部門に関連する環境経営計画の実施及び達成状況の報告

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

全従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加



□主な環境負荷の実績(東京本社、大阪営業所合算） ※電力の二酸化炭素排出量換算値

単位 2021年

kg-CO2 6,173 東京本社 0.455 Kg-CO2/Kwh

大阪営業所 kg-CO2 806 大阪営業所 0.334 Kg-CO2/Kwh

枚数-紙 29,715

大阪営業所 2,297

㎥ 2.5

％ -

％ -

㎥ 78.9

大阪営業所の水道に関してはフロア共同で共益費に含まれているため把握できません。

□環境経営目標及びその実績(東京本社、大阪営業所合算）

（基準度) （目標） （実績） （目標） （目標）

kg-CO2 8,446 7,770 6,980 7,686 7,601

基準年比 (2019年) 92% 83% 91% 90%

枚数-紙 52,085枚 37,501枚 32,012枚 36,980枚 36,460枚

基準年比 (2019年) 72% 61% 71% 70%

kg 0

基準年比 (0年)

㎥ 129㎥ 94㎥ 79㎥ 93㎥ 91㎥

基準年比 (2019年) 73% 61% 72% 71%

グリーン購入 グリーン購入 グリーン購入 グリーン購入 グリーン購入

割合66% 割合68% 割合69% 割合69% 割合70%

(2019年)

産業廃棄物排出量

RoHS対応確

認100％

梱包材のリサ

イクル徹底

RoHS対応確

認100％

梱包材のリサ

イクル徹底

製品への環境配慮

（RoHS対応、緩衝

材、梱包材のリサイク

ル)

食品再資源化実施率

産業廃棄物（備品等）

の運用管理

※人員増加、ビジネス拡大の為、目標値の見直しを行い、基準年度のレベルに戻すことを目標とし

た。

RoHS対応確

認100％

梱包材のリサ

イクル徹底

RoHS対応確

認100％

梱包材のリサ

イクル徹底

RoHS対応確

認100％

梱包材のリサ

イクル徹底

RoHS対応確

認100％

梱包材のリサ

イクル徹底

     本社

※電力の二酸化炭素排出係数：本社は2018年の東京電力発表排出単位0.455kg-CO2、

　大阪営業所は2018年の関西電力発表単位0.334kg-CO2を用いている。

グリーン購入

二酸化炭素総排出量本社

項　目

　　    　　　　　　　　年　度

　項　目

2021年 2022年

発生したら

運用管理を

適切に行う

節水及び水質保全

総排水量

基準値 2021年 2023年

発生したら

運用管理を

適切に行う

食品再資源化率

廃棄物排出量

電力の二酸化炭素排出

量削減

一般廃棄物の削減

発生したら

運用管理を

適切に行う

事務用品

グリーン

購入比率

適格業者を

通して廃棄

処理した



□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

◎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

取組状況 次年度

数値目標 7,770 kg-CO2 ◯

○ 継続

○ 継続

◯ 継続

〇 改善

◎ 継続

◎ 継続

〇 継続

数値目標 37,501 枚 〇

○ 継続

○ 継続

○ 改善

○ 継続

○ 継続

◎ 継続

◎ 継続

数値目標 ○

○ 継続

○ 継続

○ 継続

・ＯＡ機器の省エネモード設定

・空調温度の適正化（冷房２７℃　暖房２０℃）

・紙コップなど使い捨て製品の使用や購入を抑制（マイ

カップ運動）

・夏季（クールビズ）、冬季（ウォームビズ）をして、

冷暖房使用抑制

・オフィスビル設備（階段優先利用、冬季以外給湯停止

等）のムダ防止

・ブラインドやカーテンを利用し、遮熱・保温により室

温を調整

評価（結果と次年度の取組内容）

・不要照明の消灯

取り組み計画（2021年2月～2022年1月）

・産業廃棄物が発生した場合は、法規制に則り廃棄業者

を選定・契約し、適正な処理を実施

・文房具、石鹸等の詰め替え用購入

6月に廃プラスチック類、金

属くず等の合計2.5㎥を㈱要

興業へ産業廃棄物収集運搬・

処分委託契約書を結び排出

し、これに係るマニフェスト

伝票を保管した。

・東京本社で余っているものは大阪営業所での活用を検

討

・印刷部数が必要最小限となるように考慮し、残部が出

ないように配慮

・ホワイトボードやプロジェクター利用により、会議資

料等はペーパーレス化

・ペットボトル分別/エコキャップ運動

電子文書回覧・保管等を積極

的に推進している。

また、2023年12月末まで猶

予されている、改正電子帳簿

保存法に対応するための取組

（システムの導入等）を検討

しており、これによりさらに

電子化が進む予定。

・古いPCや備品は社内の希望者に譲り自宅で有効活用

産業廃棄物の運用管理

・印刷ミス用紙、不要なFAXのメモ帳再利用

一般廃棄物の削減

電力による二酸化炭素排出量の削減

テレワーク推進に伴い、照明

及び冷暖房の使用が減少して

いる。

出社した際には、極力必要の

ない場所の電気を消灯し、冷

暖房についても控えるように

呼び掛けを行っている。

運用管理の適切な実施

・空調機フィルターの定期的な清掃・交換等、適正に管

理

・文書の電子化



94.0 ㎥ ◯

○ 継続

○ 継続

○ 継続

○ 継続

◎

◎ 継続

○ 継続

◎ 継続

○ 継続

○ 継続

製品への環境配慮

・納品の際の梱包、包装資材等の削減

・RoHS対応の徹底
継続して取り組み中。

・環境負荷低減商品の販売促進

数値目標（東京本社のみ）

・蛇口（水栓）をシャワー型にする

数値目標（東京本社のみ）

節水及び水質保全

・三角コーナーにメッシュの水切りを設置し、水質保全

対策

給湯場に前年比グラフを掲示

し、節水を呼び掛けている。

なお業務上で水を使用するこ

とは無く、手洗い・トイレ・

飲食等の為に、水を使用して

いる。

・手洗い時、洗い物においては、日常的に節水を励行

・文房具など環境ラベル認定等製品を優先的に購入
備品消耗品等を購入する際

に、グリーン商品を優先的に

購入を進めた。なおティッ

シュ、消毒液、お茶等の購入

が多い月は目標に対し未達成

となった。

・調査・リスト作成

グリーン購入

・蛇口に”節水”シールを貼って呼び掛け



□環境関連法規制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

　法的義務を受ける主な環境関連法規制及びその他の要求事項は次の通りである。

食品廃棄物

なお、関係当局よりの違反等の指摘は過去3年間ありませんでした。

□次年度の取組内容

家電リサイクル法

一般廃棄物、産業廃棄物

冷蔵庫

廃棄物処理法

適用される法規制

グリーン購入法

食品リサイクル法

環境負荷禁止物質不使用の要望 (RoHS規制等）

上記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。

取扱商品

環境ラベル認定製品

運送事業者に適合車の使用を求める及び適合車仕様の確認大阪府生活環境保全に関する条例

適用される事項（施設・物質・事業活動等）

電力による二酸化炭素排出量の削減

・空調温度の適正化（冷房２７℃　暖房２０℃）

・不要照明の消灯

・空調機フィルターの定期的な清掃・交換等、適正に管理

・夏季（クールビズ）、冬季（ウォームビズ）をして、冷暖房使用抑制

一般廃棄物の削減

・文書の電子化

・印刷ミス用紙、不要なFAXのメモ帳再利用

・印刷部数が必要最小限となるように考慮し、残部が出ないように配慮

・環境負荷低減商品の販売促進

・納品の際の梱包、包装資材等の削減

取り組み計画（2022年2月～2023年1月）

・手洗い時、洗い物においては、日常的に節水を励行

・蛇口（水栓）をシャワー型にする

・蛇口に”節水”シールを貼って呼び掛け

・三角コーナーにメッシュの水切りを設置し、水質保全対策

グリーン購入

・文房具など環境ラベル認定等製品を優先的に購入

・調査・リスト作成

製品への環境配慮

・RoHS対応の徹底

・ホワイトボードやプロジェクター利用により、会議資料等はペーパーレス化

・文房具、石鹸等の詰め替え用購入

・紙コップなど使い捨て製品の使用や購入を抑制（マイカップ運動）

・ペットボトル分別/エコキャップ運動

産業廃棄物の運用管理

・古いPCや備品は社内の希望者に譲り自宅で有効活用

・東京本社で余っているものは大阪営業所での活用を検討

・産業廃棄物が発生した場合は、法規制に則り廃棄業者を選定・契約し、適正な処理を実施

節水及び水質保全

・ＯＡ機器の省エネモード設定

・オフィスビル設備（階段優先利用、冬季以外給湯停止等）のムダ防止

・ブラインドやカーテンを利用し、遮熱・保温により室温を調整



□代表者による全体の評価と見直し

電力の二酸化炭素排出量削減、一般廃棄物の削減、節水について従業員へ広く周知を呼びかけると

共に、従業員間での情報共有等を進めた結果、第三四半期にはこの３つの項目全てにおいて目標を

達成することが出来ました。

なお6月に、株式会社要興業と産業廃棄物収集運搬・処分委託契約書を締結し、産業廃棄物（金属

くず及び廃プラスチック類）を排出致しましたので、各種マニュフェスト票を保管しております。


