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２．誇りの持てる魅力ある会社を

　企業を人間成長の場と考え、人格の向上を目指してお互いに切磋琢磨する

　ことによってより豊かな人間となる様に努力し、自分の能力を充分に発揮

　し伸ばし、豊かで幸せな生活と明るい未来を築くことを目標とする。

１．環境関連法規制及び当社が約束したことを順守します。

２．環境負荷の低減を目指して以下について具体的な環境目標を定め、

　　実施計画を立て、継続的改善に努めます。

　① 低炭素社会のためのエネルギーの効率的利用と資源の削減

　　　・使用電力の消費量削減

【２】　環境経営方針

　環境保全が経営の重要課題であることを踏まえ、環境経営システムを構築・運用し、

全社一丸となって自主的・積極的に環境保全活動に取り組みます。

　エバオン株式会社は、その取扱商品である軸受・一般産業機器、環境・省エネ機器

を通じて環境問題に対して社会に貢献するとともに、その事業活動における環境負荷

の低減のための活動に取り組みます。

ごあいさつ

　私共は、地域住民の皆様との共生を育み、責任ある自律型組織に立脚した、生命あふれる
企業体としての日々の企業活動に創業以来邁進してまいりました。　さらに、エコアクション２１
活動に取り組んでからは、従業員の環境意識が飛躍的に日々高まるのを感じております。　今
後も、各ステークホルダーに位置する様々な立場の方々のご意見を「環境活動レポート」に反
映させ、より環境配慮に根差した、地球環境経営を標榜する、責任ある企業を目指してゆく所
存でございます。以上を私共、エバオン株式会社の社会への宣言とさせていただき、ご挨拶に
代えさせて頂きたいと思います。

代表取締役社長　前西　衛

経営理念・環境経営方針

【１】　経営理念

３．限りなき挑戦を行う

　会社をより大きく発展させ続けることが、社会に貢献している事である。

　今日より明日、今年より来年へとより大きなお客様の満足と働きがいの

１．お客様第一主義で

　会社の繁栄は、お客様の繁栄によってもたらされる。

　お客様に感謝すること、お客様あっての会社であることを片時も忘れては

　ならない。

　お客様の要求に充分に応えることこそ会社の責務であり、社会的責任を果

　たすことである。

　ある会社の創造を目指し、限り無く挑戦し続けます。

改定　２０１９年　６月　１日

　エ バ オ ン 株 式 会 社

代表取締役社長　

　　　・使用燃料の消費量削減

　② 循環型社会のための省資源、廃棄物の削減

　③ 使用水量の削減

　④ 化学物質の適正管理

　⑤ 環境・省エネに対応した取扱商品の販売促進

　⑥　社内システム化の推進による生産性向上

この環境方針はすべての従業員に周知させ環境意識向上を目指します。

制定　２００６年１１月　７日
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　　代表取締役会長　前西　佳信

【３】　登録事業所の概要

大阪市中央区上汐１丁目1番５号

TEL：06-6768-1005（代表）

東京営業所 〒111-0054

１．事業者名及び代表者名

　　エバオン株式会社

　　代表取締役社長　前西　衛

２．所在地

本社 〒542-0064

TEL：0537-22-1393

東大阪営業所 〒578-0956

東大阪市横枕西6番29号・30号

TEL：072-960-3920

東京都台東区鳥越２丁目７番１２号　ＯＫビル３Ｆ

TEL：03-3866-3636

掛川営業所 〒436-0074

静岡県掛川市葛川３４２番４号

３．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

　　責任者　　総務部　次長　　　　　　　 ：　高田　伸一　　　　大阪本社　TEL：06-6768-1170

宇都宮営業所 〒320-0826

栃木県宇都宮市西原町４３０番１０号

TEL：028-684-2053

　　ベアリング、ブッシングプーリー、空圧機器、油圧機器、搬送機器、環境・省エネ機器、電磁機器

　　担当者　　総務部　主任　　　　 　　　：　西野　晃裕　　　  大阪本社　TEL：06-6768-1170

４．事業内容

　　軸受及び付属品の販売

　　駆動関連部品・装置及び産業機械装置の販売

　　取扱品目

宇都宮営業所

東京営業所

掛川営業所

本社・大阪営業所、東大阪営業所
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５．事業規模

活動規模 ２０１９年度
(2019.6-2020.5)

２０２０年度
(2020.6-2021.5)

２０２１年度
(2021.6-2022.5)

売上高 (百万円) 3,207 2,929 3,426

従業員 (人)

本社 61 56 55
東京営業所

宇都宮営業所 4 5 5
東大阪営業所 12 17 18

12 11 12
掛川営業所 6 5 4

120 232 232
掛川営業所 390 390 390

総員 95 94 94
本社 1,848 1,848 1,848
東京営業所

宇都宮営業所 356 356 356
東大阪営業所 1,069 1,069 1,069

床面積 (㎡)

様式 6-01 (6．実施体制の構築)

作成者：
更新日：

エバオン株式会社 役割・責任・権限表

・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活動計画の実施及び達成状況の報告
・特定された項目の手順書作成及び運用管理
・自部門の特定された緊急事態への対応のための手順書作成
　試行・訓練を実施、記録の作成

・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加
全従業員 ・環境方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚

・環境関連情報の集積・全社への周知・実施方法の検討
・月１回推進委員会開催（活動の四半期チェック）

・自部門の問題点の発見、是正、予防について部門長に提言する
・各部門長を補佐する

EA21推進委員会 ・環境目標・環境活動実施計画書の原案の作成

EA21推進委員 ・環境方針の理解と環境への取組の重要性を自覚
・決められた事を守り自主的・積極的に環境活動へ参加
・自部門の従業員と共に、率先・協調して取組を進める

・自部門の問題点の発見、是正、予防処置の実施

・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
・環境活動レポートの作成、公開（事務所に備付けと地域事務局への送付）

部門長

・環境目標、環境活動計画書原案の作成
・環境活動実施計画の実績集計
・環境関連法規等取りまとめ表の作成

環境事務局 ・環境管理責任者の補佐、EA21推進委員会の事務局
・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

・環境目標・環境活動計画書を確認
・環境活動の取組結果を代表者へ報告・
・環境活動レポートの確認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理、
・環境関連法規等の取りまとめ票を承認

・環境目標・環境活動計画書を承認
・代表者による全体の評価と見直しを実施
・環境活動レポートの承認

・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
・環境管理責任者を任命
・環境方針の策定・見直し及び全従業員へ周知

高田伸一
2018年6月1日

役割・責任・権限
代表者（社長） ・環境経営に関する統括責任

エバオン株式会社　環境経営システム組織図（２０２１．６～２０２２．５）

　環境事務局
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宇都宮(営) 掛川(営) 東京(営) 東大阪(営) 本社

(冨田) (山本) (吉田) (山上)

      　 駆動関連部品、装置及び産業機械 　　総務部次長　高田伸一

　　　　装置の販売 高橋（正）　西野（晃）　

EA21推進委員会

活動 ： 軸受及び付属品の販売 　環境管理責任者

様式　５－０１ 作成日　２００６年１０月２３日　

　訂正　２０２１年　１０月　１日　

認証・登録の適用範囲

住所：大阪市中央区上汐１－１－５ 　代表者

関連事業所：東京営業所、掛川営業所 　社長　　前西　衛

　　　　　東大阪営業所、宇都宮営業所
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【５】　主要な環境活動計画の内容

【４】　環境目標とその実績

全社

・エレベータの適正運転 本社

自動車燃料の削減
・アイドリングストップ 全社

・急加速・急停車の防止 全社

取組項目 活動計画の主内容 ｻｲﾄ

Ⅰ．二酸化炭素排出量削減

電力の削減

・冷房温度設定28℃±1℃ 全社

・暖房温度設定20℃±1℃ 全社

・昼食時及び不使用部屋の消灯

Ⅱ．総排水量の削減 節水 ・止水を確認する 全社

Ⅲ．廃棄物排出量 一般廃棄物の削減

・両面印刷の推進 全社

・印刷ミスの防止（サイズ、枚数、印刷プレビュー確認） 全社

・紙類のリュース推進 全社

営業支援システムの構築 本社

物流・在庫管理システムの検討 全社

・裏紙使用 全社

・分別化による古紙のリサイクル促進 全社

・紙類の用品のムダ遣い防止 全社

全社

Ⅴ．環境・省エネ商品

・商品リストアップ

・商品カタログ作成 本社

Ⅵ．社内システム化の推進に
よる生産性向上

□主な環境負荷の実績
単位
kg-CO2

kg
kg
㎥

※二酸化炭素排出係数 kg-CO2/kWh 電力会社の調整後の係数　

□環境経営目標及びその実績

✕

✕

〇

〇
〇

〇

32.703 32.703

　　　　　　　　  　年　度
　　項　目

95,590 99,906

項　目 2019年 2020年 2021年

二酸化炭素総排出量 122,338

1,023

原単位

廃棄物排出量

　産業廃棄物排出量 0

　一般廃棄物排出量 5,714 5,104 5,408

0

0.418

32.703 32.647 36.311

基準年度比 2018年 97% 60%

（基準年) （目標） （実績）

kWh/百万円

728

（目標）
評
価

基準値 2021年 2022年 2023年
（目標）

0

電力による二酸化炭素
削減

kg-CO2 49,991 49,905 52,035 49,991 49,991

基準年度比 2018年 100% 104% 100% 100%

水使用量 992 846

自動車燃料による二酸
化炭素削減

kg-CO2 81,784 79,405 47,817 78,478

上記二酸化炭素排出量合計 kg-CO2 131,774 129,310 99,852 128,469

一般廃棄物の削減
kg 3,480 3,320 2,318 3,287

基準年度比 2018年 95% 70%
㎥ 1,029 1,021 728 1,023

基準年度比

社内システム化の推進によ
る生産性向上 2020年度より運用開始し、営業効率の向上を図ることが出来ています。

化学物質の適正管理
2018年 99% 71% 99%

水道水の削減
99%

94% 93%

128,226

78,235

3,237

96%96%

化学物質管理はSDS評価を実施し適切に管理しています。
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95% 70% 153% 104%

目標比 49% 86% 29% 61% 117% 56%

目標比
57.1% 9.5% 10.0% 15.6%

1,621 32,170
実績 6,288 3,087 1,903 17,861
目標 12,928 3,604 6,295

114% 118%

二酸化炭素排出量(kg-CO2)
目標 129,310

コロナの影響による活動縮小の為、排出量は削減していますが、今後もCO2排
出削減の取組を実施していきます。

実績 95,773
目標比 74%

【６】　環境活動の取組結果の評価

・全事業所での取組結果

取組項目
現在までの取組結果(2021年6月～2022年5月)

達成状況 評価（結果と今後の取組）

電力の削減(kWh)
目標 119,391

時差出勤・リモートワークが定着してきたので出社していないエリア・時間帯は
各部署で節電対策を徹底しました。

実績 124,485
目標比 104%

自動車燃料の削減(L)
（ガソリン）

目標 32,170
商品の配達への切替や効率的な運行ルートの工夫により削減が出来ていま
す。

実績 17,861
目標比 56%

自動車燃料の削減(L)
（軽油）

目標 1,848 軽油の使用はトラックに限られます。用途は本社－東大阪の社内間商品移動
及び顧客への大型商品配送です。運行ルートの工夫に取り組んでいますが、
今期は本社－東大阪間の移動が多かったです。

実績 2,472
目標比 134%

節水(㎥)
目標 1,021

当社ではトイレなどの必要最低限の使用しか有りませんが、引き続き節水への
意識を徹底していきたいと思います。

実績 728
目標比 71%

一般廃棄物排出量の削減(kg)
目標 3,320

今期は物流倉庫の整理作業などで増加する見込みでしたが、出社人員減によ
る人手不足により大がかりな作業は出来ず、廃棄物の量も増えませんでした。

実績 2,318
目標比 70%

環境・省エネ商品
目標 90,300,000

引き続き各サイトの販売部門の情報共有を行っていきたいと思います。実績 88,667,760
目標比 98%

社内システム化の推進によ
る生産性向上

営業支援システムの運用が軌道に乗り、操作や活用方法にも工夫が出てきたので、営業活動
の情報共有がさらに進み、業務の効率化に繋がっています。

・事業所単位での達成状況推移実績と予測

実績

電力の削減
(kWh)

目標 62,041 10,031 13,109 27,903 6,306

8,517
実績 45,023 12,115 9,476 19,148 10,012二酸化炭素排

出量(kg-CO2)

目標 58,574 12,555

10.45%

7.8%構成比

20,084 29,580

構成比

95,773
目標比 77% 96% 47% 65% 118% 74%

19.99%

・今年度（2021年度 2021.6-2022.5）の事業所単位での達成目標内訳
本社 東京営業所 掛川営業所 東大阪営業所 宇都宮営業所 合計

129,310

119,391
実績 71,032 11,848 12,491 19,448 9,666 124,485

47.01% 12.65% 9.89%

26.6% 10.7%

自動車燃料
(軽油)(L)

目標 1,026 軽油車両無し 軽油車両無し 軽油車両無し 822

構成比

自動車燃料(ガ
ソリン)(L)

構成比 35.2% 17.3% 10.3%

目標比 28% － － － 73%

7,722
1,834 4,749

1,848
実績 288 軽油車両無し 軽油車両無し 1,581 603 2,472

構成比 46.0% 10.2% 4.0% 34.0% 5.8%

244 23 1,021
実績 335

11.6% － － － 24.4%

134%

目標比 50% 114% 223% 101% 184% 71%

3,320
195 201 480 2,318

総排水量(㎥)

目標 676 65 13
74 29 248 42 728

環境・省エネ商
品(円)

目標 8,000,000 300,000 10,000,000 2,000,000 70,000,000

構成比

廃棄物排出量
(可燃ゴミ)(kg)

0.5% 12.4% 3.8% 75.0%

1,590

目標比 93% 135% 110% 169% 95%

目標比
実績 995 447

96% 104% 326% 99% 30%

90,300,000
実績 7,444,638 406,000 10,958,407 3,386,174 66,472,541 88,667,760

8.7% 20.7%

70%

98%

目標 1,038 429 60 203

構成比 42.9% 19.3% 8.4%

8.4%
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・サイトごとの総括(今期の総括・来期の目標および取組)

本社

東京営業所

掛川営業所

東大阪営業所

宇都宮営業所

電力の使用量が目標を大きく上回っています。
1時間ごとの事務所換気を実施した事による空調効率の低下は否めません。
今期進めることが出来なかった照明のLED化などで省電力に取り組んでいきたいと考えています。

今期も、コロナ禍での様々な制約が続くなかで、徐々に従来の活動に戻りつつある年になったのではないかと思います。各目標も結果としてほぼ達成できたのではと思い
ます。水道水については手洗いうがいを通年で推奨している為未達、電力については、本来減少するはずの月が大幅増となった事については、管理会社へ調査して貰い
ましたが残念ながら原因不明との回答でしたので、今後も注意していきます。来期の、水道水削減は手洗い等は引き続き推奨していきますが、できる限り目標値内に収め
るよう水圧などを意識するようにします。一般廃棄物削減については、会社としての目標であるペパーレス化へ取組むためできる限りデータとして管理するよう取組ます。
電力、二酸化炭素削減にについては料金値上げもありますので、引き続き日々の節電意識、移動時には可能な場所であれば公共交通機関を使う事を継続します。

電力・燃料については、月ごとの比較ではﾑﾗがありますが、通年の結果としては削減に努めることができました。一般廃棄物増加
傾向にあり不要なダンボール、緩衝材といった廃棄対象物が増加しています。人員の変更や社用車の変更があることから、基準年
との比較については見直す必要がありますが、他拠点との基準年の統一性をどう捉えるかが要検討となります。

今期は新型コロナに対しての雇用調整及びお客様への配達を発送に切替たことで自動車燃料の消費量が減少しました。また事務
所や作業倉庫内の照明をLED照明に切替たことにより電力消費量も減少出来ました。来期は当社の稼働が増えることに加え、顧
客の生産が上がると予想される為、自動車燃料や電力などの消費量が増加すると予測されますので、こまめな節電を心掛けて参
ります。

電力と総排水量の目標が達成出来なかった事に関しましては、昨年の7月から営業の人数を一人増員した事で、使用電力が増え
た形となりました。電力の総括にも記載しておりますが、寒さが厳しい状況の中、暖房器具が必要な従業員は各自持ち込みハロゲ
ンヒーター等を使って暖をとるケースが増えた為です。来期の取組と致しましては、冷暖房の使用回数の削減などを行い、使用電
力を抑えるよう心がけます。あと販売部門として、省エネ部門の商材の拡販活動に取り組んでまいります。

・次年度（2022年度 2022.6-2023.5）の事業所単位での達成目標内訳
本社 東京営業所 掛川営業所 東大阪営業所 宇都宮営業所 合計

電力の削減
(kWh)

目標 62,041 10,031 13,109 22,322 6,306

8,457

目標

二酸化炭素排
出量(kg-CO2)

113,810
実績％

1,604 31,815
目標％

130,130目標 57,575 13,020 19,935 31,143

3,390
軽油車両無し 軽油車両無し

目標 995 軽油車両無し 軽油車両無し 1,581 814 

自動車燃料(ガ
ソリン)(L)

目標 12,532 3,805 6,231 7,644

1,023目標 676 68 13
総排水量(㎥)

自動車燃料
(軽油)(L)

廃棄物排出量
(可燃ゴミ)(kg)

目標 1,038 429 60 203

244 22 

1557 3,287

環境・省エネ商
品(円)

目標
0

8,000,000 300,000 2,000,000 2,000,000 70,000,000 82,300,000
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・各サイトごとの取組の実例

【宇都宮営業所】

◆電力削減 ◆水道水削減

①倉庫内照明の間引き ①トイレタンクに水入りペットボトルを設置

②エアコン稼働台数の間引き
２台　→　１台 ◆一般廃棄物削減

③温水器の使用停止 ①PCFAX化による廃棄物の削減

★低燃費車導入実績（現在稼働中）

【東京営業所】 【掛川営業所】
アクア（１台） ハイブリッド車

ミライース（２台）　低燃費車

燃費　３３．４ｋｍ／Ｌ（カタログ値） 燃費　３５．０ｋｍ／Ｌ（カタログ値）

【本社】

フィット（１台）ハイブリッド車 シャトル (２台)ハイブリッド車 アルトエコ（１台）　低燃費車

燃費　３６．４ｋｍ／Ｌ（カタログ値）

燃費　３４．０ｋｍ／Ｌ（カタログ値）

プリウス（１台）　ハイブリッド車 燃費　３７．０ｋｍ／Ｌ（カタログ値）

燃費　３０．４ｋｍ／Ｌ（カタログ値）
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該当する設備・項目 該当事業所

廃棄物処理法 一般廃棄物 全事業所

　　顧客要求事項
指定化学物質の管理（非使用、基準遵守等）

環境マネジメントシステムの運用
　　掛川・宇都宮

自動車リサイクル法 自動車 全事業所

小型家電リサイクル法 パソコン、その他電気・電子機器

依然としてコロナ禍にはあるものの経済活動が戻りつつある中、弊社の業績もこの1年はかなり持ち直しまし
た。営業支援システムの運用が軌道に乗りはじめたことにより、営業部門の業務効率は大きく改善しました。
来年度は物流在庫管理システムの刷新に着手しますので、商品出荷の迅速化と物流業務の大幅な効率化を
図ります。　　2022年6月10日

環境関連法規制等の順守状況の定期評価の結果、環境法規制等の逸脱はありませんでした。
また、過去３年間にわたって違反や訴訟もありませんでした。

【８】　代表者による全体の評価と見直し

家電リサイクル法 ＴＶ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機 全事業所

フロン排出抑制法 業務用エアコン 全事業所

全事業所

自動車NOｘ・PM法
大阪府自動車流入規制

自動車（ディーゼル車） 本社・宇都宮

消防法 防火設備の定期点検 全事業所

【７】　環境関連法規制の順守状況

関連する主な環境法規制は次の通りである。

法規制の名称
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