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1.組織の概要

◇会社概要

・会社名 株式会社ポシブル

・代表者 代表取締役 落合秀人

・設 立 平成8年 5月

・従業員数 59名

・資本金 1,000万円

・事業内容 光学測定器・光学検査機器・光学部品販売及び開発
半導体製造装置消耗部品販売
装置部品輸入販売・装置部品輸出
真空装置・真空部品販売・露光装置用水銀ランプ販売
中古装置輸入販売・各種装置老朽化対策
各種装置修理保守改造・設計・開発

本社 テクニカルセンター

◇所在地

・本社 宮崎県宮崎市大塚町横立1453-6

・テクニカルセンター 宮崎県宮崎市大塚町横立1379-1

・鹿児島営業所 鹿児島県霧島市国分新町993-13

・長崎営業所 長崎県西彼杵郡長与町高田郷3608-8

・熊本営業所 熊本県菊池郡菊陽町久保田字下原2818番10

・大分営業所 大分県大分市高城本町1番20号 GRC opus takajyo102B

・広島営業所 広島県東広島市鏡山3丁目13番26号 広島テクノプラザ305号室

・横浜営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-9新横浜フジカビル602

・東京営業所 東京都北区赤羽2丁目45-8 ファーストビル赤羽602

・福島営業所 福島県郡山市開成４丁目９－１２ 柴ビル103

◇環境管理責任者及び 連絡担当者

責任者 井本康仁

担当者 芋瀬裕香 TEL:0985-30-4811 FAX:0985-47-1408

◇事業の規模

売上額 32.8 億円（2021年度）

◇事業年度 5月1日～4月30日

↓ ㈱ポシブル
テクニカルセンター

↓ ㈱ポシブル
本社

→至宮崎駅

至 宮崎西
インター←

本社・テクニカルセンターMap



２.対象範囲
◇実施体制

◇ 認証・登録の範囲

登録事業所： 株式会社ポシブル
対象事業所： 全組織

活 動： 事業内容に関わる全活動

代表者 落合 秀人

（代表取締役）

環境管理責任者

井本

環境事務局

芋瀬 ・宮崎営業部

・総務部

・営業推進部

・技術部

本社・テクニカルセンター
地域担当者 國場

鹿児島営業所
地域責任者 立山
地域担当者 中村

・鹿児島営業部

・技術部 真空ポンプ修理

熊本営業所

長崎営業所

広島営業所

横浜営業所

福島営業所

大分営業所

東京営業所



環境経営理念

株式会社ポシブルは、半導体、電子部品産業の先端設備及び老朽化
設備への技術対応を目指し、有意義で価値あるソリューションを提案
し続けます。お客様へのコストダウンに貢献できるような販売活動を
行う中で更に市場を拡大させ、地球温暖化問題への取り組みや地域の
環境に配慮した事業活動を継続的、自主的、積極的に取り組みます。

環境経営行動指針

１ 当社は事業活動における環境への影響を考え、環境負荷の低減に
取り組みます

２ 電力・自動車燃料の消費にともなう二酸化炭素排出量の削減に
取り組みます

３ 廃棄物排出量の削減およびリサイクルできるものは分別します

４ 節水に取り組みます

５ 社内で必要なものは環境に配慮した物品の購入を推進します

６ 環境関連法規を遵守します

7 事業活動の中で、製品への環境配慮として環境配慮型製品の販売を
促進するとともに、老朽化装置の延命対策となる修理・部品供給のサ
ポートを推進します

8 地域社会への貢献を行います

制定日 :平成27年4月28日
改定日 :令和 2年7月 7日

株式会社ポシブル
代表取締役 落合 秀人

３.環境経営方針



2019度を基準としています。二酸化炭素排出係数は0.347です。（九州電力）
横浜営業所および大分営業所は他テナントと水道を統一管理されている都合で
個別の水道使用の計測が不可能な為、対象外となっています。

４.環境目標 （全体）

2019年度を基準としています。二酸化炭素排出係数は0.347です。（九州電力）
東京営業所を含めた全社の総CO2排出量は130858.3kg-CO2です。

５.環境実績 （全体）

項目
年度別環境目標

単位 基準値 2020年度 2021年度 2022年度

電力の
二酸化炭素排出量削減

削減率（％） - 0.1 0.2 0.3

(kg-CO2) 43,735.2 43,691.5 43,647.7 43,604.0

自動車燃料・LPGの
二酸化炭素排出量削減

削減率（％） - 0.1 0.2 0.3

(kg-CO2) 75,802.8 75,727.0 75,651.2 75,575.4

一般廃棄物の削減
削減率（％） - 0.1 0.2 0.3

(kg) 1769.3 1,767.5 1,765.8 1,764.0

産業廃棄物の削減
削減率（％） - 0.1 0.2 0.3

(kg) 9945.3 9,935.4 9,925.3 9,915.5

節水
削減率（％） - 0.1 0.2 0.3

(㎥) 359 359 358 358

製品への環境配慮
向上率（％） - 1.0 2.0 3.0

(万円） 5028.1 5078.4 5,128.7 5,179.0

方針 項目 単位
目標値 実績 達成率

判定
2021年度 ％

二酸化炭素排出量
の削減

電力の二酸化炭素
排出量削減

(kg-CO2） 43,647.7 51389.3 84.9 ×

自動車燃料・LPGの
二酸化炭素排出量削減

(kg-CO2） 75,651.2 75960.0 99.6 ×

廃棄物の削減

一般廃棄物の削減 (Kg） 1,765.8 １１４0．0 154.9 ○

産業廃棄物の削減 (Kg） 9,925.3 15828.1 62.7 ×

節水 節水 (㎥） 358.3 404.0 88.7 ×

製品への環境配慮
老朽化対策対象品の販売促進
環境配慮型製品の販売促進

（万円） 5128.7 7927.0 154.6 ○



６.環境活動の内容と取組結果および評価 、次年度の取組
◆本社・テクニカルセンター

目標 取組活動 担当 取組結果 評価（今後の取組）

電力の二酸化炭素
排出量の削減

商品管理以外の使用していない空調の停止
事務所空調温度の適正化
照明の不要時消灯

太陽光パネルの設置

全員

扇風機の活用や、衣服調整等行いました。昼休みに事
務所は消灯したり、残業をする場合も間引き照明をし
活動しましたが、テクニカルセンターの設備保全により
削減の限界があり、未達となりました。今年2月末頃に
太陽光パネルを本社の屋上に設置したことにより、3，
4月の本社電気の6割を自社発電で賄えた事は良
かったです。今後も引き続き皆で省エネを意識した取
組を続け、少しでも数値目標に近づけるよう努めます。

引き続き、取組活動を継続し
ます。

自動車燃料・LPGの
二酸化炭素削減

エコドライブの徹底
可能な限り乗り合わせて行動
不要な荷物をおろす
夏場の給湯利用は最低限に(LPG)

営業
・
技術

3台新車に買い替えました。また、エコドライブを意識
し、今年度も数値目標を達成することが出来ました。
引き続きエコドライブの推進に努めたい。

今後も引き続き行います。

一般廃棄物の削減
裏紙の利用
廃棄物分別の徹底
コピー時の設定確認(両面印刷・用紙設定)

全員

社内保管資料は裏紙を活用しました。資源物の分別
等リサイクル意識が浸透し、今年度も問題無く数値目
標を達成することが出来ました。
引き続き、分別徹底と排出量削減に努めます。

今後も引き続き活動を行いま
す。

産業廃棄物の削減
通い箱の活用
梱包材の再活用（緩衝材など）
トナーカートリッジのリサイクル

全員

梱包材の再利用、通箱の活用も日常化し、順調に取り
組めています。
引き続き、産業廃棄物の削減に取り組みます。

削減ができるよう活動を引き
続き行います。

節水
日常的な節水の励行
節水の呼びかけ
除湿機の水を植木や水撒きに再利用

全員

今年度も新型コロナウイルスの影響で、事務所内で
過ごすことが多く、1人1人の手洗いの回数も増えてい
ることから水の使用量が増えてしまいました。
感染予防のため致し方ない面もありますが、節水の意
識を持って少しでも数値目標に近づけるよう努めます。

引き続き日常的な節水を心が
けます。

製品への環境配慮
老朽化装置のサービス対応・部品供給
による装置延命化
LED製品等の環境配慮型製品の販売

営業

毎年ALシリーズ・OST3型等老朽化装置対策が順調
なのに対しLED製品等環境配慮型製品の販売が伸
び悩んでいるが、少しずつ増えてきてはいるので、今
後も根気強く販売促進活動を続けていきます。

引き続き活動を取組み、達成
に向けて活動をします。

化学物質の使用管理 適切に化学物質を管理し保管する 納 適切に管理を行えました。
今期も引き続き管理をし保管
していきます。

環境整備活動の実施
事務所周辺の環境活動を実施
会社内の緑化活動

芋瀬

事務所周りの環境活動も行えました。
ポシブル農園、定着し成功しました。
緑化活動に努めました。

引き続き活動を進めます。

◆鹿児島営業所

目標 取組活動 担当 取組結果 評価（今後の取組）

電力の二酸化炭素
排出量の削減

商品管理以外の使用していない空調の停止
事務所空調温度の適正化
空調機のフィルタを定期的に清掃
照明の不要時消灯

全員

基準となる2019年よりは、ポンプ修理件数も増
え、電力使用量は増でしたが、2021年2月に契約
会社の変更もあったため1年通し、コストダウン
することは出来ました。

引き続き、取組活動を継続
していきます。

自動車燃料・LPGの
二酸化炭素削減

エコドライブの徹底
可能な限り乗り合わせて行動
不要な荷物をおろす

営業

一年を通し、エコドライブを意識し活動する事
が出来ました。遠方へのドライポンプ配達も定
期的にあり、軽油量は増でしたが、定期的に車
両点検を行うことは出来ました。

引き続き、取組活動を継続
します。

一般廃棄物の削減 裏紙の利用
廃棄物分別の徹底
コピー時の設定確認
(両面印刷・用紙設定)

全員

4月よりお客様へ納品する際、営業所内で注文書
や伝票を印刷し納品する事に変更されました。
カウンター量が増える見込みですが、裏紙の再
利用や印刷ミスを防ぐよう更に徹底していこう
と思います。

引き続き、取組活動を継続
していきます。

産業廃棄物の削減 通い箱の活用
梱包材の再活用（緩衝材など）
トナーカートリッジのリサイクル

全員

廃液量は収集運搬料を意識し、回収回数を抑え
るよう取り組む事は出来ました。ポンプ修理台
数が増えた為、結果的に未達となりました。

引き続き、取組活動を継続
していきます。

節水 日常的な節水の励行
節水の呼びかけ
除湿機の水を植木や水撒きに再利用

全員

一年通し、活動する事が出来ました。
来年も引き続き節水を意識し、活動します。

引き続き、取組活動を継続
していきます。

製品への環境配慮 老朽化装置のサービス対応・部品供給
による装置延命化
LED製品等の環境配慮型製品の販売

営業

少額ではありますがLED照明装置を定期的に受注
を頂いております。
修理案件が増えてはおりますが、目標金額には
届かず未達となりました。

製造装置の生産終了パーツ
品、機器修理は増加傾向に
あるので、今後もPR活動続
けて行きます。

化学物質の使用管理 適切に化学物質を管理し保管する
青木

適切に管理保管出来ました。 引き続き、取組活動を継続
していきます。

環境整備活動の実施 事務所周辺の環境活動を実施
全員

今年度の環境整備実施できました。 状況に合わせて活動をしま
す。



熊 本 営 業 所

7.他の各営業所の環境負荷および取組の状況

営 業 所
面積
(m2)

人員数
環境負荷

電気 水道 LPG ガソリン 廃棄物

熊本営業所 178.7 3 ○ ○ - ○ ○

長崎営業所 110.3 5 ○ ○ ○ ○ ○

広島営業所 102.2 9 ○ ○ - ○ -

横浜営業所 81 3 ○ 〇 - ○ ○

福島営業所 66.1 4 ○ ○ ○ ○ -

大分営業所 72.7 1 〇 〇 - 〇 -

東京営業所 59 5 ○ ○ - ○ ○

※1 横浜・大分の水道使用料はビルによる一括数値管理のため把握ができませんが、
環境活動は行っています

※2 広島・福島・大分の廃棄物は微量の為計測できません

■取組の状況と評価

電力使用についてはコロナウイルスの影響でweb会議が増えたことと、12月より事務所が移転し24時間全館空調シ
ステムの事務所設備となり、事務所も広くなりました。その影響で前年度の実績数字を大きく上回る負荷となりま
した。来年度は少しでも減らせるよう温度管理を徹底していきたいと思います。
ガソリンは必要以上に荷物を積まないようにしエコドライブを心がけたことで良い取組結果が得られました。
一般廃棄物・産業廃棄物：事務所移転に伴い不要なものを分別し、廃棄物排出を抑制する事ができました。
水道の使用量は、常に節水を心がけたことで良い取組結果が得られました。
来期も引き続き営業所全員でエコアクションの活動に取り組んでまいります。

長 崎 営 業 所

年間を通じて省エネ、ごみの減量、環境配慮製品の販売促進に努められました。
全体の環境負荷については、新型コロナ対策の換気や手洗いの励行の影響もあり難しい面もありますが、何とか基
準年を下回ることが出来きました。
基準年に取り扱いの無かった、海外からの大型商品が入荷した関係により輸送用パレットの産業廃棄物が出てしま
い、産業廃棄物の排出の数値は非常に大きくなってしまいました。
節水に関して、人員が4名から5名へ増加した為、基準年を超える使用量が見込まれたが、節水努力によりほぼ基準
年と同量にとどめることがことができました。来期も全員で活動に取り組みます。

広 島 営 業 所

増員があり、所員数が計9名となりましたが、基本的にお客様の工場内の仕事がメインのメンバーが6名なので
営業所で過ごす人員は3名です。様々なパーツの保管が必要になった事で事務所が手狭になり12月に広い場所へ
移転をしました。設備環境が変わった事が大きく、環境負荷が増えました。
直接海外からたくさん荷物が届くようになった事で、事務所での仕事及び取引先との仕事量が増え、一般廃棄物・
産業廃棄物等が増加しました。業務量が増えて行く中で、廃棄物等の削減を進めて行くのは難しいことですが、
営業所全員でエコアクション活動への意識を高め取り組んで行きたいと思います。
そして可能な限りの環境活動を営業所全員で取り組んでいきます。

横 浜 営 業 所

遠方のユーザー様への訪問は公共交通機関を利用しています。紙の使用は必要最低限控え、PDFに変更した電子ファ
イルで保存をするように切り替えをしました。紙の使用量もかなり抑えることができました。
ゴミは地域自治体の決められた通り分別をし、箱や緩衝材は再利用を心掛けました。
空調に関してはコロナ渦で換気扇は常時利用することとなりましたが、以前よりCO2排出量を削減することができま
した。引き続き環境に配慮した活動を続ける様、全員で意識してをして取組んで参ります。



■取組の状況と評価

福 島 営 業 所

法律名 内容 遵守状況

廃棄物処理法

産業廃棄物の委託処理 遵守

廃棄物の処理（社内保管） 遵守

家電リサイクル法 特定家庭用機器の排出 遵守

小型家電リサイクル法 使用済小型電子機器の排出 遵守

騒音規制法 騒音施設の届け出 遵守

振動規制法 特定施設 対象外

フロン排出抑制法
機器の所有者（管理者）によるフロ
ン漏えい点検

遵守

浄化槽法 浄化槽（合併処理浄化槽） 遵守

水質汚濁防止法
有害物質を含む液状のものを貯蔵
する施設の届出

遵守

宮崎市公害防止条例 騒音施設の届け出 遵守

適用される関連法規等の遵守状況

環境関連法規への違反、訴訟はありません。また、過去３年間に関係当局
からの違反等の指摘はありません。

８.環境関連法規の遵守状況の確認及び評価の結果
違反、訴訟等の有無

前年度より社有車での移動範囲と移動距離が増え、燃料の消費量自体は増えておりますが、各人員それぞれがエコド
ライブを意識して行動しております。高熱費については、出来るだけ冬のエアコンの温度を23℃で設定し、節電を
心掛けてました。ただし、事務所の建物が古く気密性が悪いため、冬期間（特に12月～2月）は暖房を普段より多く
使用しておりました。また、今までお湯が使えず不便だったため21年の11月よりガス湯沸かしを使用しております。
人員がさらに増えたことによりどうしても環境負荷は増えておりますが、可能な限りエコアクションを心掛けていき
ます。

大 分 営 業 所

エコドライブを心がけました。
節電を意識することによって1年通して電気使用量が前年に比べ約3%減少しました。この電気使用量の水準を来年
度も維持出来ればと思います。

東 京 営 業 所

事務所では所員全員で節電、節水、紙の再利用など省エネを意識し、エコ活動への取り組みを行いました。
また、社用車で遠方に出かける際は不要な荷物の積み下ろす等、エコドライブを心掛けました。
新型コロナまん延防止対策として、所員の出社人数を減らし一部の所員は在宅での勤務形態をとったことで、
営業所への移動の抑制などにより温室効果ガスの排出量削減に多少なりとも効果があったと思います。
来期も所員それぞれが省エネを意識しエコアクション活動を取り組んでいきます。



9.代表者による全体評価と見直し
2021年度のエコアクション21の活動は、社員数が増え事業活動が拡大したこと、2拠点 広い事務
所へ移転した事により総合的にも環境負荷が増えた。環境配慮型車両の設備投資でガソリンによる
二酸化炭素排出量の削減には貢献できたと考えるが、その他の環境負荷は増え未達項目が多くなっ
た。本年度末に本社の社屋に太陽光発電システムを設置した事で来期の負荷削減に期待をすると共
に、改めて来期の目標設定基準値を最新のものに見直し、事業規模に沿った目標を立て実践する。

10.環境活動の状況

環境活動

（宮崎）

ポシブル農園・・テクニカルセンターの西側で野菜の栽培をして社員の健康と環境を守る緑化運動を行っています

各営業所にて各々で環境活動に取り組めました。
環境配慮型の車両に5台、フォークリフトを1台変更しました。事業拡大で従業員数が増え、同時に
営業車数も増え、環境負荷として目標は未達成となりましたが、車両変更はCO2削減に効果をもた
らせたと思います。
本年度末に本社に太陽光発電を設置したので、少しずつですが環境負荷低減できました。
真空事業部の修理件数増、産業廃棄物を排出する営業拠点数増といった事業活動の継続に不可欠な
負荷が増えてしまい、日常的な削減では目標の達成が厳しい状況が続きましたが、来期も個々での
エコアクション21の環境活動目標を実施し、より良い環境実績を出せるよう取組を行います。

環境整備活動

（鹿児島）
(宮崎)

削減ポスタ掲示 LED化
宮崎に続き熊本営業所
もLED化しました

太陽光発電設備
本社の屋根に設置
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