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１．組織の概要 

(1) 八洲産業株式会社  代表取締役社長 高椋正年 

(2)所在地 

本社：福岡県福岡市南区大楠 2 丁目 9 番 14 号 

・事業床面積：約 889m2 

・建屋構成：営業、販売等の業務を行う事務・管理棟 

東京支店：東京都千代田区岩本町 2 丁目 4 番 3 号 太陽生命神田ビル 10 階 

・借室面積：約 152.92m2 

・建屋構成：営業、販売等の業務を行うオフィスフロア 

 

 (3)環境管理責任者及び担当者氏名 

環境管理責任者 常務取締役 田島 一義  環境管理担当者 営業課   福田 俊広 

連絡先 TEL:092-521-0761 

 

(4)事業内容 

産業用半導体・電子機器の販売 

 産業用各種制御機器の販売、企画、外部委託製作 

 

(5)事業規模 

年間 35.6 億円   事業床面積 1041.92ｍ2 

(6)従業員数 全社 58 名（内本社 46 名）  

(7)事業年度 6 月～5 月 

活動規模 単位 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

売上高 百万円 2,716 2,975 2,850 3011 3561 

従業員 人 47 47 45 58 58 

床面積 ｍ2 889 889 889 1041.92 1041.92 

従業員数はその年度末の「常時使用する従業員数（役員含む）」 

※東京支店は 2020 年度より活動開始 

 

 認証登録の範囲（組織・活動） 

(1) 事業活動 

   電子デバイスの販売及び電気制御機器の販売、企画、外部委託製作  

(2) 対象事業所 

・本社：福岡県福岡市南区大楠 2 丁目 9 番 14 号 

 ・東京支店：東京都千代田区岩本町 2 丁目 4 番 3 号 太陽生命神田ビル 10 階 
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２．環境経営方針 

 

【環境理念】 

今、私達の地球は深刻な環境問題に直面し、地球環境の保全が私達共通の重要課題となっ

ております。 

八洲産業株式会社は電子デバイスの販売及び電気制御機器の販売、企画、制作において、

発生する環境影響を認識し、日々の業務とともに積極的な環境活動を実施することによ

り、現在未来の地球環境の保全に貢献いたすべくここに環境方針を定めます。 

 

【行動方針】 

八洲産業株式会社（以下当社）はその事業内容である商社活動などが環境に及ぼす影響を

踏まえ、以下の方針に基づき環境管理活動を推進致します。 

 

1. 二酸化炭素の排出を削減します。 

2. 廃棄物の削減に努めます。 

3. 水使用の削減に努めます。 

4. 環境に関する法規制などの遵守 

環境に関する法令、規制、条例や、当社が同意するその他の環境に関する要求事項等

を順守し、一層の環境保全を図ります。また、製品・材料の有害物質の管理は、関係

各国の法規制及びユーザーの要求事項を遵守します。 

5. 環境に貢献できる商品・システムの提案・販売 

技術商社として環境配慮型の商品とサービスを積極的に提案いたします。 

6. 従業員・協力会社への周知徹底 

当社の環境理念、環境改善活動が従業員に十分理解され取り組み出来るように環境教

育と広報活動で周知徹底し啓発を図ります。また協力会社、関係先にも当社の環境方

針を伝え、理解と協力を求めます。 

7. 環境に良い商品・サービスの採用・グリーン購入に努めます。 

8. 環境経営の継続的改善を行う。 

制定日：2016年 2月 1日 

改訂日：2019年 7月 8日 

 

八洲産業株式会社 

                           代表取締役社長 高椋正年 
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八洲産業株式会社EA21実施体制組織図

 八洲産業株式会社

社長
常務
取締役

八洲産業株式会社
環境管理責任者　常務

本社営業部 本社管理部

本社営業部  管理部

※マニュアル・規定書保管
（合計40名） （合計6名） （合計12名）

※本社営業部EA21部門長 ※管理部EA21部門長

役割分担表

所属 役割・責任・権限・使命

4

管理部門 グリーン調達の管理、車燃料(ｶﾞｿﾘﾝ）電気量他の消費量管理

定期的に委員会を開催し、環境経営目標の達成状況及び活動計画の実行状況を審議する

代表者

環境管理責任者

EA21委員会

全体の統括、環境経営方針の設定、環境への取組を実施するための資源の準備

2022年6月6日

全体の把握/環境経営ｼｽﾃﾑを構築し、運用し、その状況を社長に報告する。

　　経営統括（取締役会）

東京支店

東京営業部 EA21事務局



購入電力は九州電力令和２年度(2020年)の調整後排出係数  0.365 (kg‐CO２)/ｋWh を使用した。

2020年6月～2021
年5月(64期)

2021年6月～2022
年5月(65期)

2022年6月～2023
年5月(66期)

2023年6月～2024年
5月(67期)

基準年維持 基準年の0.5%削減 基準年の1%削減 基準年の1.5％削減

東京 13,023 13,023 12,958 12,892 12,827

4 水使用量の削減 ｍ3 315 313 312 310

5 一般廃棄物の削減 kg 618 615 612 609

基準年維持 基準年維持 基準年維持 基準年維持

60 60 60 60

基準年の2％アップ 基準年4％アップ 基準年の6％アップ 基準年の8％アップ

本社 35,674 36,387 37,101 37,814 38,528

5

東京 369 399

315

618

59,821 59,521 59,223 58,923

59,372

20,294

6 グリーン購入の推進

万円
製品・サービスに関する事項

(省エネ製品の販売金額を増やす)
7

60％

384 391376

59,975 59,673

20,500 20,397

　　　　　　　　3.環境経営目標

環境目標
基準年(63期)

単位

2019年6月～2020年5月

20,603

60,276

電力使用量の削減 kWh

本社 60,276

東京 20,603

2 ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減 ℓ

本社

1

16,302

東京 2,372

16,302 16,220 16,139 16,057

2,372 2,360 2,348 2,336

3 二酸化炭素の排出総量 kg-Co2

本社 59,821



９～１１月 １２～２月 ３～５月

1 昼休みの消灯
2 残業時の不要な照明の消灯
3 長時間席を離れるとき、ﾊﾟｿｺﾝの電源OFF 実施開始 実行/監視の継続 実行/監視の継続
4 高効率蛍光灯、LED照明機器の導入 先の効果確認 先の効果確認 LED化の展開の検討
5 不要電力消費抑制　待機電力の削減 実施開始 実行/監視の継続 実行/監視の継続
1 省ｴﾈﾄﾞﾗｲﾌﾞの励行,推進
2 配車計画の合理化
3 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行　
4 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の導入
5 燃費向上のため空気圧の定期点検　
1 水を流しっぱなしにしない
2 節水コマの検討と導入　

副資材含むG製品の拡大 G製品購入率拡大 G製品購入率拡大

1 LED照明等、客先で省エネ効果のある製品の販売

2 太陽光発電用部品等、再生エネルギーに係わる部品を販売

1 リサイクル可能な製品を優先して選ぶ
2 ゴミの持ち込みの禁止
3 段ボール、カタログ類を有価物として引取業者に販売
4 ｼｭﾚｯﾀﾞｰごみを梱包材として再利用
5 会議、打合せの際にﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞなどを活用する
6 裏紙の使用を励行する

6

6
中村
塚本

実行

副資材のグリーン製品調査

実行

実行

実行

1 品目比率(社員数は考慮しない)を1％アップグリーン購入の推進

製品･サービスに関する事項
(省エネ製品販売金額を4％ｱｯﾌﾟ)

一般廃棄物の削減

2

3

ｶﾞｿﾘﾝ使用料の削減

６～８月
取組目標 活動項目 責任者

黒田

田島
高椋

水使用量の削減

4

5

実行/評価

1 電力使用量の削減

中村

福田
高椋

福田
高椋

実行/監視/記録の継続

基準、手順書の作成
本社２F,3Fの蛍光灯換え実施
基準、手順書の作成

４．主要な環境経営計画

実行/評価 実行 実行/評価

実行/評価 実行 実行/評価

活動計画

実行 実行 実行

実行/監視/記録の継続 実行/監視/記録の継続 実行/監視/記録の継続

実行/評価 実行



５．環境経営目標の実績

購入電力は九州電力平成27年度(2015年)の調整後排出係数 0.365(kg‐CO２)/ｋWh を使用した。

実績

　　　　　○･･･目標を達成(誤差範囲含む）
　　　　　×･･･目標に未達成

7

リサイクルを積極的に行い削減実行

購入できるグリーン購入品への切り替えは全て終
わっており、副資材などへの拡大を検討。

77,745

18,328

19,732
大手企業ＬＥＤ蛍光灯交換物件が主体

高効率モーター、コンプレッサの販売推進

60 〇

×
226

14,165

2854

61,240

13311

16,220

万円

％

kg-co2

一般廃棄物の削減 kg

水使用量の削減

二酸化炭素の排出総量

備考

猛暑・寒冷のため本社未達成
節電・待機電力カット実施

営業車両12台中、11台がハイブリット車
今後残り1台もハイブリット化を進める

猛暑・寒冷の未達成
ガソリン使用量は減っている為引続き節電・待機電

力カットに取り組む

使用量は生活排水のみであり、今後も節水へ取組
む

6

7

5

電力使用量の削減1

ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減2

グリーン購入の推進

製品・ｻｰﾋﾞｽに関する事項
(省エネ製品の販売金額を増やす)

東京

東京

評価

×

〇

×

○

○

×

×

×

59,975

20,500

本社

2,360

59,521

環境目標

ｍ3 340

582

単位

3

4

kWh

ℓ

2021年6月～2022年5月
基準/目標

本社

本社

東京

12,958

東京

313

615

60

37,101

384

本社



活動計画評価と次年度取組内容

項目評価

1 昼休みの消灯 ○
2 残業時の不要な照明の消灯 ○
3 長時間席を離れるとき、ﾊﾟｿｺﾝの電源OFF ○

4 高効率蛍光灯、LED照明機器の導入 ○

5 不要電力消費抑制　待機電力の削減 ○
1 省ｴﾈﾄﾞﾗｲﾌﾞの励行,推進 ○
2 配車計画の合理化 ○
3 ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟの励行　 ○
4 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車の導入 ○
5 燃費向上のため空気圧の定期点検　 ○
1 水を流しっぱなしにしない ○
2 節水コマの検討 ○

○

1 LED照明等、客先で省エネ効果のある製品の販売 ○

2 太陽光発電用部品等、再生エネルギーに係わる部品を販売 ○

1 リサイクル可能な製品を優先して選ぶ ○

2 ゴミの持ち込みの禁止 ○

3 ｼｭﾚｯﾀﾞｰごみを梱包材として再利用 ○
4 裏紙の使用を励行する ○

8

黒田

更にリサイクル意識向上に
て、来年度は目標達成とす

る。

LED販売拡大で増加。再生エ
ネルギー関係は新商材を取
れておらず、次年度課題とす

る。

周知徹底を図り、確認方法を決める
計画を立てる

周知徹底を図る

記録が取れており、継続

実行できており、継続

実行できており、継続

実行できており、継続

大幅増加を継続

実行できており、継続

周知徹底を図り、確認方法を決める
実行できており、継続

計画を立てる

6．環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容(目標と計画)

2021年6月～2022年5月評価

福田
高椋

水使用量の削減

周知徹底を図り、確認方法を決める

LED化は倉庫･会議室完了
本館事務所とYビルは次年度以降実施

計画を立てる
周知徹底を図り、確認方法を決める

実行できており、継続

　内容

記録が取れており、継続
実行できており、継続

6
中村
塚本

1 品目比率(社員数は考慮しない)を1％アップ

電力使用量の削減
福田
高椋

製品･サービスに関する事項
(省エネ製品販売数を2％ｱｯﾌﾟ)

一般廃棄物の削減

2

3

ｶﾞｿﾘﾝ使用料の削減

田島
高椋

中村
塚本

4

5

グリーン製品切替は限界に
達している。副資材などへの

拡大を検討。
グリーン購入の推進

ハイブリットカーへの買い替
えでガソリン使用量が大幅減
少。来年以降は効率的訪問
での使用量管理を行う。

使用量は少なく、現状維持

取組目標 活動項目 責任者

1
消灯管理,エアコン温度管理
など実行できており、記録が

取られている。



7.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、訴訟などの有無
　

評価の結果、環境関連法規は遵守されていることを確認しました。
なお、関係機関からの違反の指摘や、近隣からの環境上の苦情もありませんでした。

9

主な法律名 評価

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

家電ﾘｻｲｸﾙ法

ｸﾞﾘｰﾝ購入法

フロン排出抑制法

〇

〇

〇

〇

〇

〇

消防法

自動車ﾘｻｲｸﾙ法



８．代表者による全体評価と見直しの結果
１）企業活動と環境負荷

　当社は２００５年にＩＳＯ14001：2004の規格を取得し、環境改善活動に取り組んできました。

  2014年度 より使用エネルギーの管理と、ＣＯ2排出管理に重点を置いた環境改善活動を行い2021年度までの企業活動規模と

  ＣＯ2等の排出量をまとめた結果は下記のようになりました。

(本社）

単位 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

ＣＯ2 ｋｇ-ＣＯ2 82503 78934 79232 74797 75648 61240

廃棄物 ｋｇ 763 844 714.1 618 783 582

水使用量 ｍ3 308 289 287.5 314.5
311 340

売上高 百万円 2339 2716 2975 2850 2390 2821

人員 人 41 47 47 45 45 46

（東京支店）

単位 2020年度 2021年度

ＣＯ2 ｋｇ-ＣＯ2 17177 13311

廃棄物 ｋｇ

水使用量 ｍ3

売上高 百万円 610 740

人員 人 13 12

※東京支店は2020年度(64期)より集計　(廃棄物･水使用量は事業所がビル内の為集計不可)

※2017年7月27日　本社2F、3F照明のLED工事実施→消費電力削減

２）当社のCO2の環境負荷の特徴分析からの活動結果の評価

　エコアクション２１に基づく過去の分析から、当社の月使用エネルギー約１４０万ＭＪ

の内訳は電力量が約40％、社用車のガソリンによるものが約60％となっていました。

これは当社が商社であり、また九州地区を活動の主体としている関係上、営業用社用車の使用が多い

事の結果と分析されます。2017年度から会社としての投資により、ハイブリット車の追加が有効な結果を

生み、年間目標の23,341ℓを30％下回る16,302ℓの使用量に減少できました。今期はガソリン52％電気48％比重です。

営業車両12台中ハイブリッド車11台の体制によるもので、今後残り1台ぬついてはEVカーとする計画です。

電気量の方はほとんどが照明と冷暖房によるもので、監視、記録がとれている事から、更に省エネ意識を

上げるとともに、社内設備としてまだ蛍光灯を使用している場所のLED化を進めます。

３）水使用量は生活排水のみで少なく、かつ節水意識は十分に高められています。廃棄物量の削減については、

　商社活動にて発生するＡ４紙などの削減、リサイクル化(梱包材へ使用)に取り組んでいます。

４）当社はその商社活動の中で、１０年前より、省エネルギー製品の販売により、社会に対し

　エネルギー使用量を低減させる事を社是としてきました。また、太陽光発電機器などへの部品販売

を増加させる事でやはり社会に対し環境負荷の低減をもたらす事としており、この取り組みを年間

10％増加させるという大きな目標で取り組む事としました。

省エネ機器と再生エネルギー関連機器の販売は2017年の2憶200万円から2019年度3億5670万円に増加する事が

できましたが、有力ユーザーの生産変更にて今期2021年度は1憶9370万円に落ち込みました。が、ポンプやコンプ

レッサー等の省エネ機器の受注が増加し、2022年度は3億円台となる見込みです。

Co2排出量も今期2021年度はコロナ対策換気の上での暖房と業務エリアの拡大の為、電気使用量は増大し、

排出量は増大しました。が、これは一過性の事として2022年度の改善に繋げます。

５）代表者総評

　これまでの環境レポートで抽出された「当社で最も多大な環境負荷は社用車のガソリン使用量だが、

当社の企業活動に不可欠なもの」に基づき、営業車両ハイブリットカーを12台中11台に

増加させています。結果CO2排出量の大幅改善ができましたが、今後は社員の「効率的な営業活動」

によるガソリン使用量の減少が必要です。また、次期は12台全車のハイブリット化を行う予定であり

更なるCO2排出量の削減に努めます。

省エネルギー販売については、今後はポンプ・コンプレッサー・省エネモーター等の商材営業の効果がで始め、

幅広く、多くの客先に省エネアイテムを紹介する体制が出来ています。。

また、2022年11月から予定されている第3社屋の建設については、省エネ構造建築の取入れと近隣への環境

負荷を低減させた建設工事を指針としています。

６）見直し・指示

・環境経営方針・・・継続

・環境経営目標及び環境経営計画・・・継続

・実施体制・・・継続

10


