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代表取締役　　加藤　雄高

承認 作成
制定日：2016年4月1日
改訂日：2022年9月9日

社内で月一度の全社員での話し合いの場を設け（コロナ禍の場合はメールで代用）環境経営の継続的スパイラルアップを
はかります。

経営方針

1.環境経営方針

2.    二酸化炭素の削減を推進します。（電気、ガソリン）
3.    廃棄物排出量の削減を推進します。

環境経営方針
当社は、最先端のシミュレーション技術や計測機器等をお客様へ提供させて頂いております。シミュレーションの導
入は実機を作ることなく設計段階で課題を発見し試作の回数を減らす事であり、これは物資の消費・廃棄の回数を
減らす事でもあり、お客様の環境課題の解決にも貢献するものです。シミュレータ販売の事業活動を通して、さまざま
なお客様の省エネルギー化への対応に貢献することを目標としております。
環境負荷の低減に努め、周知し、全社一丸となって地球環境問題の改善と事業の発展を両立させ、積極的に環境
への取り組みを推進し、重点分野としては直接的な環境貢献の影響が最も大きいと思われるシミュレータの販売を
推進します。
今期は4月と言う期の半ばではありますが、基準期を28期から31期へ改めました。これにより基準期改定前の上期(9
月～3月)分の取り組み表の評価が実績と一致しなくなる月が出てきましたが、近年のコロナ禍により基準と実績のず
れが目立つようになってきていた事から、社内の話し合いにより、コロナ禍としての基準を設けようと言う決定になり
ました。

1.    シミュレータをはじめとする環境への貢献度が高いと思われる製品の販売を推進します。

4.    排水量の削減を推進します。
5.    グリーン購入を推進します。
6.    環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。
7.    以上の方針を全従業員に周知徹底します。

最先端のシミュレーション技術や計測機器等をお客様へ提供させて頂くことにより、さまざまな製品の省エネルギー化への
対応に貢献する

環境経営の継続的改善の誓約
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２．組織の概要

（1） 名称及び代表者名
株式会社　NEAT
代表取締役　加藤　雄高

（2） 所在地・交通手段
本社：〒464-0067　　愛知県名古屋市千種区池下1-11-21

（3） 環境管理責任者氏名及び連絡先
環境管理責任者及び連絡先担当者　瀧谷　晃広
連絡先：TEL　（052）764-3311　FAX　（052）764-3632

（4） 事業内容
リアルタイムシミュレーションシステムの販売
　　　 計測機器の販売及び保守

（5） 事業規模
年間売上高（万円/税抜） ¥15,006

従業員数(人) 5
延べ床面積(m2) 41.5

（6） 事業年度
9月～翌年8月

承認 作成

作成日:　2016/03/31　加藤(雄)
改訂日:　2022/09/08　瀧谷
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３．認証・登録の対象範囲
（１） 事業者名

株式会社　NEAT

（２） 対象事業所
本社 （全組織・全活動を対象）

（３） 事業活動
リアルタイムシミュレーションシステムの販売、計測機器の販売及び保守

（４） 社用車の保有台数
１台

注記）

・
オフィスのエアコンはビル管理会社の所有物を利用（定期点検はテナントが行っ
ている）

・
廃棄物はビル管理会社が契約している（平田興業株式会社）各テナントは所定の
場所に捨てている

・
水道使用量はフロア単位での計上。データは期末にビルオーナーに依頼して取得
している。2階という立地の為、部外者のトイレ利用によるブレ幅が非常に大き
い。

承認 作成

作成日:　2016/03/31　加藤(雄)
改訂日:　2022/09/09     　瀧谷
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４．実施体制(組織図)

「環境管理実施体制及び役割、責任及び権限」

（環境経営全般に関する責任と権限）

（環境経営に必要な資源の準備）

（環境経営システム全体の評価と見直し・指示）

（環境管理責任者の任命）

(環境経営方針の作成）

（環境経営システム全般の運用・管理）

（環境経営目標及び環境経営計画の作成）

（環境経営レポートの作成）

（環境経営計画の取り組みに沿って、エコアクション21の

　活動を推進する）

承認 作成

代表取締役

環境管理責任者
事務局

営業・経理

作成日:　2016/03/31　加藤(雄)
改訂日:　2022/09/09     　瀧谷
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５．環境経営目標と達成評価・記録
(1)環境経営目標

(2)達成評価・記録

目標 実績 達成度 評価
一般廃棄物排出量削減 kg 108.54 107.35 114.03 94% ←今期もコロナの影響でオフィスワークが多い。

対基準 ▲1.1% ▲6.0% 　弊社では廃棄物の大半が社員の飲食・デスクごみのため廃棄物量も多くなりがち。

ℓ 351.59 347.72 325.33
kg-CO2 815.69 806.72 754.77
対基準 ▲1.1% △7.0%

kWh 13,466.00 13,317.87 13,490.00
kg-CO2 6,463.68 6,463.68 5,085.73
対基準 ▲1.1% △27.0%
kg-CO2 7,279.37 7,199.30 5,840.50 123%
対基準 ▲1.1% △23.0%

ｍ3 998 987 983 100%
▲1.1% △0.0%

環境配慮型製品の販売推進

グリーン購入

※排水量削減　　ビル一括管理の為、水使用量はビル全体分（他社含む）からテナントの面積比で算出
※中部電力ホームページ/算定方法・排出係数一覧/電気事業者別排出係数一覧/A0270/中部電力ミライズ（株）

  の調整後排出係数（参考値）事業者全体を使用

「(参考値)事業者全体」の排出係数 「令和4年提出用」より： 0.377 (kg-CO2/kWh)

URL: https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
※化学物質の使用は無い。
※産業廃棄物は無い。

注）総排水量についてはビル全体の総量の為、テナント数や人の増加によって単純比較はできない。
注）評価欄にて、○：達成、×：未達成

承認 作成

シミュレーションの導入は実機を作ることなく設計段階で課題を発見し試作の回数を減らす事であり、これは物資
の消費・廃棄の回数を減らす事でもあり、お客様の環境課題の解決にも貢献するものです。シミュレータ販売の
事業活動を通して、さまざまなお客様の省エネルギー化への対応に貢献することを目標としております。

事務所の電気使用量削減

ガソリン使用量削減

二酸化炭素排出量削減合計

総排水量削減

32期
2021年9月～2022年8月

31期
（2020.9-
2021.8）
基準期

 項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度

〇

127%
〇

107%
〇

〇

×

作成日:　2016/03/31　加藤(雄)
改訂日:　2022/09/09     　瀧谷

物品購入時にグリーン製品が選択可能な場合は積極
的に採用する様務める

〇

シミュレータ販売の事業活動を通して、さまざまなお客
様の省エネルギー化への対応に貢献する

〇
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６．環境経営計画と実績評価

環境活動計画の取り組み計画と結果
取り組み計画 達成状況 結果内容

二酸化炭素排出量の削減

廃棄物の削減

分別によるリサイクルの推進 〇 前期に続き、よく意識づけがされている。

ミスコピーの防止 〇
良し悪しはともかく、リアルイベントが激減し
たことで印刷の機会も激減したまま。

裏紙の使用 〇 社内用のメモ等は裏紙を使っている。

３S（整理・整頓・清掃）活動の実施 〇

前期では意識づけの為の×評価が目立ったので
注意を呼び掛けた所、今回は真逆の結果だっ
た。意識の共有が非常によく出来ているとも考
えられる。

文書の電子化 〇 社内連絡等を出来るだけメールで行った。

ガソリン使用量の削減

不要なアイドリングストップ 〇 エコ運転を心掛ける。
急加速・急停車の防止 〇 車間距離を取り、エコ運転を心掛ける。

公共交通機関の利用 〇

前期に比較すると車の利用頻度は上がった様な
気はするが、もともとの利用頻度がさほど高く
ないので、もう少し営業の機会が増えて欲しい
とも願う。

タイヤの空気圧の適正化 〇
ガソリンを入れる毎にできるだけ点検をお願い
するようにしている。

適正な車両整備の実施 〇
ドライバーは運転中違和感がないかを意識して
運転する様にしている。

水道水使用量の削減

節水の周知徹底 〇 節水のアナウンスを継続する。
清掃時・手洗いの節水 〇 よくできている。今後も継続する。

除菌用ウェットティッシュや除菌スプレーの
使用

〇
机拭きや電話機の掃除、汚れが多いところに使
用するほか、コロナウィルスの対策の為、前期
に引き続き頻度を増やしている。

電力使用量の削減

不要照明の消灯 〇
意識づけは進んでおり、前期に継続して声がけ
がなされている。

空調温度の適正化（冷房時28℃、暖房時
21℃）

×

今期の冬は（例年と比較してどうかはともか
く）、寒いという訴えが多かった。社員に持病
持ちも多く、今の時勢では特に体調管理が重要
と考えている。特に弊社は節制を訴えるとメン
バーが過剰に我慢をしてしまう傾向があるの
で、本項目は無理の無い様に意識的に緩めに評
価する様にしている。

空調フィルターの適正管理 〇
定期的にフィルターの掃除は管理会社が行って
いる。

OA機器は不要自主電源OFF、省電力設定 〇 よくできている。今後も継続する。

グリーン購入の拡大

事務用品のグリーン商品・エコ商品購入 〇
エコマークのあるものを出来るだけ選ぶが、以
外と少ない。今後とも継続していく。

環境配慮型製品の販売推進

WEBの更新によるPR、イベントでのPR、誠実
な顧客サポートによるファンの獲得

〇

今期はコロナの上にインフレが重なり、輸入販
売業にとっては大変な期であったが、幸いにも
何とかシミュレータの売り上げも一定数を確保
しお客様の省エネルギー化への貢献を継続でき
た。

注）評価欄にて、○：達成　×：未達成

※　評価は「環境経営計画取り組み表」に準ずる（取り組み表内で×が4個以上の場合は、ここでも×とする）

承認 作成

作成日:　2016/03/31　加藤(雄)
改訂日:　2022/09/09     　瀧谷
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７．中期目標

31期
（2020.9-
2021.8）
基準期

32期
（2021.9-
2022.8）

33期
（2022.9-
2023.8）

34期
（2023.9-
2024.8）

35期
（2023.9-
2024.8）

一般廃棄物排出量削減 kg 108.54 107.3461 107.2375 107.129 107.0204
基準期比(%) ▲1.1% ▲1.2% ▲1.3% ▲1.4%

ℓ 351.59 347.7 347.4 347.0 346.7
kg-CO2 815.6888 806.72 805.90 806.72 805.90

基準期比(%) ▲1.1% ▲1.2% ▲1.3% ▲1.4%
kWh 13,466.00 13,317.87 13,304.41 13,290.94 13,277.48

kg-CO2 6,463.68 6,392.58 6,386.12 6,379.65 6,373.19
基準期比(%) ▲1.1% ▲1.2% ▲1.3% ▲1.4%

kg-CO2 7,279.37 7,199.30 7,192.02 7,184.74 7,177.46
前年度比 ▲1.1% ▲1.2% ▲1.3% ▲1.4%

ｍ3 998 987.022 986.024 985.026 984.028
▲1.1% ▲1.2% ▲1.3% ▲1.4%

環境配慮型製品の販売推進

グリーン購入

※排水量削減　　ビル一括管理の為、水使用量はビル全体分（他社含む）
※中部電力ホームページ/算定方法・排出係数一覧/電気事業者別排出係数一覧/A0270/中部電力ミライズ（株）

  の調整後排出係数（参考値）事業者全体を使用

「(参考値)事業者全体」の排出係数 「令和4年提出用」より： 0.377 (kg-CO2/kWh)

URL: https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc
※化学物質の使用は無い。
※産業廃棄物は無い。

承認 作成

作成日:　2016/03/31　加藤(雄)
改訂日:　2022/09/09     　瀧谷

物品購入時にグリーン製品が選択可能な場合は積極的に採用する様務
める

 項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　期

事務所の電気使用量削減

ガソリン使用量削減

二酸化炭素排出量削減合計

総排水量削減

シミュレータ販売の事業活動を通して、さまざまなお客様の省エネル
ギー化への対応に貢献する
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８．次年度以降の取組計画

電力使用量の削減 ガソリン使用量の削減 廃棄物の削減
不要照明の消灯 急加速・急停車の防止 実態調査

クールビズ、ウォームビズの推
進

不要なアイドリングストップ 分別によるリサイクルの推進

空調温度の適正化
（冷房時28℃、暖房時20℃）
ブラインド、カーテンの利用 タイヤの空気圧の適正化 裏紙の使用

空調フィルターの適正管理 適正な車両整備の実施
３S（整理・整頓・清掃）活動
の実施

OA機器は不要自主電源OFF、
省電力設定

文書の電子化

水道水使用量の削減 環境教育訓等 グリーン購入の拡大

節水の周知徹底 環境教育訓練の実施
事務用品のグリーン商品・エコ
商品購入

清掃時・手洗いの節水
除菌用ウェットティッシュや除
菌スプレーの使用
環境配慮型製品の販売推進
WEBの更新によるPR
イベントでのPR
誠実な顧客サポートによるファ
ンの獲得

承認 作成

取り組み計画

公共交通機関の利用 ミスコピーの防止

作成日:　2016/03/31　加藤(雄)
改訂日:　2022/11/08     　瀧谷
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証拠 判定
・一般収集業者の許可書確認(写し保管） 12条3項、規則8条の ・一般廃棄物(紙・木くず・ ・1回/年 許可書

廃棄物処理法 　生ごみなど） 契約書 ○

(名古屋市条例） ・産廃収集運搬・処理業者との契約、許可証
12条4項、政令6条の
2第3号

・産業廃棄物（金属類・
・契約書/許可書
につき

許可書
テナントが対
応している

名古屋市廃棄物の減量 　写し保管、委託先の確認 　廃プラ類・廃ガラス・） 　1回/年

および適正処理に関する
条例

産業廃棄物
の排出は無

い

市民の健康と安全を確保
する

・自動車の使用に伴う環境への負荷の低減
第110条(自動車を運
転する者の責務)

社有車 1回/月
ガソリン使用

量
○

環境の保全に関する条例 　(アイドリングストップ） リスト
ハイブリッド

車使用

家電リサイクル法 ・TV・洗濯機・冷蔵庫・エアコンの破棄 43条、45条 TV、冷蔵庫 廃棄時
廃棄した時
の証明書

本年該当無
し

（特定家庭用機器再商品
化法）

(あれば)

小型家電リサイクル法 携帯電話、デジカメ、パソコンの破棄 6条 携帯電話、デジカメ、パソコン 廃棄時
廃棄した時
の証明書

本年該当無
し

(使用済み小型電子機器
等の再資源化の促進に関
する法律）

(あれば)

省エネ法
・省エネルギー法に基づき、対象となる事業所に対
し、エネルギー使用状況の定期報告と

第7条の3 電気使用量 ・1回/年
電気使用量
計算表

(適用している法令では無
いが関係する事は取り組
む)

省エネ目標達成のための中長期計画の作成 ガソリン使用量
ガソリン使用
量

貢献できた

・提出、エネルギー管理者の選任等を義務付けること
により計画的・自主的なエネルギー管理の徹底

各リスト

グリーン購入法 出来る限り環境物品等を選択するよう努める 法5条 備品等 1回/年 購入リスト 貢献できた

承認 作成

作成日：2016/4/25
改訂日：2021/9/21
遵守評価日：2022/9/9

登録

遵守評価

環境関連法規制の順守状況の評価の結果、環境関連法規制は遵守されていました。
なお、環境法規制への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去3年間ありませんでした。

９．環境関連法規などの遵守状況の結果/取りまとめ
法規制等の名称 該当する要求事項 関連による規制 該当する設備・項目

点検・測定頻度、
実施時期

遵守評価



代表者 管理責任者

作成日　2020/11/14　瀧谷
改訂日　2022/09/09　瀧谷

2022/10/24　瀧谷

通年の活動を踏まえての管理責任者からの報告（環境経営レポートをベースに報告する）

管理責任者からの報告及び改善提案
対象の環境経営レポートの項目 管理責任者からの報告または評価 コメント

２．組織の概要 前期から変更なし -
３．認証・登録の対象範囲 前期から変更なし -

５．環境経営目標と達成評価・記録

今期は廃棄物の判定が×でした。しかしこ
れは、かなりの割合が飲食が占めている
ので、仕方ありません。（業務で出るゴミの
量は知れていますので）
電力使用量が〇判定なのは良かったです
が、売り上げが全盛期ほどない事と無関
係では無いのが悩ましいです。売り上げ
が多くなるとサポートの為に装置を使用し
て使う電力が増大し、31期比較で〇判定
にはならないはずなので、営利集団の営
業担当としてはある意味×判定を目指し
たい項目でもあります。

廃棄物の中にはコーヒーかすや使
用済み茶葉など水分を含むものも
多く、また観葉植物の枯れ枝や葉な
ども入ってくるため、数Kg単位での
重さの違いが出てくることはある程
度はやむを得ないところだと思いま
す。
電力については、営業活動上どうし
ても必要な部分は出てきますが、照
明の消し忘れが無いかの確認のよ
うに、個人で対応ができる部分は継
続して取り組んでいって下さい。

６．環境経営計画と実績評価

「空調温度の適正化」が×判定でした。私
もそうですが、持病持ちにとっては今体調
を崩すのは非常に恐ろしく、エアコンなど
の利用頻度が多い様で心苦しいですが、
ご容赦お願いいたします。（業務・オフィス
ワークでの電力節制は各員非常に徹底し
ていると思います）

色々な意味で健康維持が非常に重
要な時期なので、必要であれば無
理はせずに空調を使用して下さい。
もちろん、不在時などの不要時には
消すように心掛けて下さい。

９．環境関連法規などの遵守状況の結果 各員よく取り組みました。 了解しました。
21年11月～22年２月にかけて水道使用量
の判定×が続きました。（しかし、水道使
用量は期末に大家から1年分まとめてもら
うので我々はリアルタイムにそれを知る事
は出来ませんでした）
教育訓練のEA ミーティンング議事録 でも
書かれていますが、弊社はビル２Fのため
部外者(と１Fテナント)の共用トイレの利用
があまりに多すぎ、水道使用量がほとんど
意味の無い数値になってしまっています。
（弊社社員は水道を多く利用する理由が
無いですし）

水道については、報告の通り複数
のテナントによる共有のため、具体
的な対策はなかなか難しいと思い
ます。
ただ、そういった事実があるという
事は各自認識頂き、例えば使用済
みの食器を洗う際などにできる限り
節水に心掛けるなどの努力はして
頂きたいと思います。

今期の外部からの苦情はありませんでし
た。

了解しました。

代表者による見直し
対象の環境経営レポートの項目 コメント 変更の必要性

１．環境経営方針

ここに記載頂いた通り、4月時点から基準
期をコロナ禍の31期に変更しました。ただ
し、各月の判定は各社員が持ち回りで既
に済ませてしまっているので、遡って判定
のやり直しはしない事にします。（各員へ
の負担が多すぎますので）

無

４．実施体制(組織図)

前期から変更なし 無

７．中期目標

前述の通り、31期に変更しました。しかし、
基準期を変えて早々ですが、世の中の
ムードがコロナをあまり気にしない方向へ
傾いてきています。顧客の動向によっては
弊社の全体的な動き方も変わってくるで
しょうから、来期にまた基準期を再考する
お願いをする可能性もあるかもしれませ
ん。

31期の「基準期比(%)」を1.1%とし、こ
れを1.2%、1.3%...と0.1%ずつ改善して
いくシナリオでまずはく試してみま
しょう。

８．次年度以降の取組計画

少人数で回している会社なので、例えば
個人の体調や食事の取り方の変化だけで
も結果が大幅に影響を受けてしまうという
のは例年通りです。

無

10.代表者による全体の評価と見直し・指示

問題点是正／外部からの苦情
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