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環 境 経 営 方 針

【基本理念】

私たち、N巨OSグループは、「共に満足、共に幸せ」を経営理念とし、その

経営理念に基づき、全ての事業活動を行ってゆきます。この経営理念の下、

私たち、NEOSグループは、自動車販売。自動車整備など全ての事業活動に

おいて、自然との調和を図りながら、地球環境の保護と豊かな社会づくりに

貢献します。

自動車販売においては、エコカーの積極的な販売やエコ仕様用品の普及に、

積極的に取り組むとともに、自動車整備においては、リサイクル部品の積極的

な活用することで、環境負荷の低減を図り、環境社会への貢献を果たして行く

活動を、事業活動のあらゆる場面において、実践してまいります。

【行動指針】

1.環境に関連する法規制を、誠実に遵守致します。

2.限りある資源を大切にするため、省資源“省エネルギーに努めます。

3.使用済み自動車の適正処理、リサイクルを推進致します。

4,循環型社会に向けて、廃棄物の削減。再利用“再生利用活動を推進致します。

5,環境改善項目を定め、継続的な改善活動を実践致します。

6,全従業員にこの環境経営方針を周知徹底するとともに、環境経営レポートを

作成し、公表致します。

【経営における課題とチャンス】

環境に配慮した持続可能な低炭素社会の実現に貢献します。

2021年1月「日

ネオスグループ

二村自動車株式会社

代表取締役 二村 一弘
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1.事業者の概要

(1)事業者名及び代表者

事業者名:二村自動車

(構成会社:二村自動車株式会社置広島クライスラー株式会社)
代表者:二村自動車株式会社代表取締役社長 二 村

一
弘

(2)対象範囲(認証"登録範囲)

1) 対象事業所:第2項のとおり。

2) 活動:新車"中古車販売、自動車整備"修理、自動車鍍金"塗装、

デント修理、保険代理店業

(3)事業の規模

従業員数 98(2020..6月-2021.5月)

(従業員はすべて、二村自動車の社員であり、グループ各社へ在籍出向している。)

年間売上高 25.4億円(2020..6月鯵202」.5月)

年間新車販売台数 656台(2020○○6月-2021.5月)

年間整備入庫台数 35,165台(2020..6月-2021.5月)

(4)環境管理責任者及び担当者

環境管理責任者 二村自動車株式会社代表取締役 二村一弘

EA21環境推進事務局 二村自動車株式会社 本部 執行役員 二村貴久

ジープ広島 副店長 越 智昭

丁E」: 082-878-8300

2,対象事業所

(1)二村自動車株式会社(事業活動:第1項(2)と同じ)

本社:広島市安佐南区長楽寺二丁目6-18

オートショップネオス西風新都店:広島市安佐南区大塚西四丁目4-13

マツダオートザム安古市:広島市安佐南区大町東三丁目16-「「

スズキアリーナ沼田:広島市安佐南区長楽寺二丁目6-「8

オートショップネオス安東店:広島市安佐南区安東二丁目15-18

アット鍍金倶楽部ネオス緑井:広島市安佐南区緑井一丁目「0-13

デントマスターズ広島:広島市安佐南区安東二丁目15-18

スズキアリーナ五日市:広島市佐伯区千同二丁目1-9

芸備自動車:広島市安佐北区口田四丁目4-9

実施体制(役割"責任"権限)

l重鎗概括貴く壬行 く社長〉 

照輝きI宣寅圧雪 くま土嚢〉 

犯留命令i書取を重り 

∈A21持運筆硯局 

I重富l日展 

店鑓覆機富田 
責任魯 

・馬具∴∴店櫨の運墳取囲み全体の寅輪として

脚こ責任を鴻つととも〇二紺全体の

直嬉取組において唐桑去サボ‾トする・

(2)広島クライスラー株式会社(事業活動:新車"中古車販売、自動車整備"修理、保険代理店業)

本社:広島市安佐南区長楽寺二丁目6-18

ジープ広島:広島市安佐南区緑井六丁目2○○6
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【I】47期の主な会社事業の変革

2020年6月8日

202〇月1〇月1日

2020月1〇月21日

2021年3月4日

経営計画発表会"表彰式をオンラインで実施

OSSシステム(自動車保有関係手続のワンストップサービス)導入

車検業務の簡素化効率化"人為的ミス防止の為、各工場に導入

エコアクション211〇年継続事業者表彰を受ける

健康優良法人2021(大規模法人部門)に認定される
社員の健康をサポートする取り組みが評価され認定を受ける

【Ⅱ】 省エネへの取り組み

①エコカーライフ第21号の発刊

*5,000部作成して、お客様に無料配布。
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② 店舗の清掃。省エネの徹底

* 店舗環境整備点検と題して、清掃“省エネのチェックを毎月1回全拠点を社長を含む
責任者4名-5名が巡回して、チェックシートに基づいて得点化する取り組みを継続
実施している。

また各店舗では、毎月全員から改善した事。経費削減した事をそれぞれ「つずつ出
して、店舗内で話し合い共有する事で全員の意識を高めている。

③ 車のメンテナンスに役立つ推奨商品を選び直したり追加(PGPコーティング、

光触媒等)しお客様に提案することで、車の性能の維持や容易なメンテナンス

方法を提案する事で環境保全に努めている。
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2020年6月8日

承 認 作 成 

二村一弘 二村貴久 

目 標

環境経営目標設定

項 目 単位 
2013年度 (基準値) 

202〇年度 2021年度 2022年度 

電気使用量の削減 kwh 656,573 

610,613 610,613 604,047 

△7% △7% △8% 

化石燃料使用量の削減 (ガソリン十軽油) 

」 38,642 

35,937 35,937 35,551 

△7% △7% △8% 

一般廃棄物排出量 
の削減 

kg 33,571 

31,221 31,221 30,885 

△7% △7% △8% 

水使用量の削減 3 m 3,009 

2,798 2,798 2,768 

△7% △7% △8% 

メンテナンスパック獲得 件 - 
1,560 1,560 1,560 

販売台数の前年超え - ー 十5% 十5% 十5% 

エコ仕様用品品揃え ー ー エコタイヤ、エコオイル、エコバッテリー等 

の増大 のエコ用品を揃え、お客様へ提案する。 

リサイクル"リビルド部品 

の販売向上 
ー - 364 390 416 

グリーン購入の推進 ー ー 
グノーン購 入の推進 グリーン購 入の推進 グリーン購 入の推進 

(注)化学物質(塗料、シンナー)は、使用量が少ないことから削減目標は設定せず、適正に管理している
ことを定期的に確認することとする。
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1。電気使用量の削減

・電気メーターの確認

・メジャーサインの点灯重消灯設定の確認

・不要な照明の消灯確認

・エアコン温度設定の確認(事務所"ショールーム)

・エアコンフィルターの定期的清掃

・エアーコンプレッサーの退社時OFFの徹底

2。化石燃料使用量の削減

・エコドライブ

・アイドノングストップの徹底

・タイヤの空気圧“不要な荷物チェック

・代車の満タン貸出、満タン返しの励行

・オンラインの活用で移動の削減

3,一般廃棄物排出量の削減

・紙使用量の削減(ペーパーレスの推進)

・ll(両面、集約、縮小、裏紙コピーの徹底)

・-般廃棄物の削減

4.水使用量の削減

・水道メーターの確認“記録

・節水の掲示を各蛇口に貼る

・洗車用ホースにストップノズルをつける

5。メンテナンスパック獲得

・メンテナンスパック契約を車販時“車検時に見積りに入れて提案する

6,エコカー販売比率の向上

・今後、新型車がエコカーに代わって行くので、新車販売比率の向上を推進する

7,エコ仕様用品の品揃えの増大

・今後、エコ仕様用品の品揃えを増やし、お客様への販売を強化する

8,リサイクル。リビルド部品の販売向上

・今後、リサイクル部品“リビルド部品の販売の強化のため、社内への

周知徹底と共に見積書へ記載して、お客様への提案を強化する

9,グリーン購入の推進

●

できるだけエコマーク付き商品を購入するよう心掛ける
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1,2020年6月-2021年5月期間の実績

項目 単位 環境経営目標 実績 目標達成率*1 評価*2 

電力使用量の削減 kwh 610,613 422,691 69,2 ○ 

化石燃料使用量の削減 」 35,937 43,149 120,1 × 

水使用量の削減 3 m 2,798 4,461 159,4 × 

一般廃棄物排出量の削減 kg 31,221 30,312 97,1 ○ 

メンテナンスパック 獲得 件 1,560 1,308 83.8 × 

上記のほか、数値目標は設定していないが、「エコカー販売比率の向上」、「エコ仕様用品" 

品揃えの向上」、「リサイクル“リビルド部品の販売向上」、「グiノ-ン購入」に取り組んだ。 

*1,目標達成率二実績値÷目標値×100

*2,評価基準/削減項目:目標達成率100未満〇、100以上̃110未満△、110以上×

拡大項目:目標達成率100以上〇、90以上-100未満△、90未満×

2,二酸化炭素排出量の推移

20」7年度 2018年度 2019年度 2020年度 

二酸化炭素排出量 t-CO2 
460 474 492 389 

(108) (111) (115) (91) 

売上額当たりの t-CO2/ 22.6 20,9 22.7 15.3 

二酸化炭素排出量 万円 (175) (163) (176) (119) 

電力の二酸化炭素排出係数は、中国電力の平成20年度の排出係数
O.674kg-CO2/kwhを使用した。

1)電力使用量の削減

・電気使用量は目標を達成することができた。

・前年よりも削減が出来ているので次年度も節電の取組を徹底する。

2)化石燃料使用量の削減

・前年から大幅に削減が進んだ。

・コロナの影響もあり来店誘致と代車の使用の減少で削減に繋がった。

・次年度も化石燃料使用量の削減を徹底する。

3)水使用量の削減

・目標を達成できず前年より使用料が増えた。

・原因を把握して具体的な対策を立てて取り組む

・次年度も節水の取組を徹底する。

4)一般廃棄物排出量の削減

・コロナ禍の中、店舗での滞在時間増加に伴い-般廃棄物が増加傾向にある。

・-人一人の廃棄物削減への意識付けを行い削減を徹底する。

5)メンテナンスパック獲得

・販売台数を前年対比伸ばしているが、目標を達成できず前年とほぼ横ばい。

・車販時に長期契約を含めたメンテナンスパックを見積もりに入れて提案販売に取り組む。
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6)エコカー販売比率の向上

・エコカーの販売推進と共に、「エコカーライフひろしま」の継続的な発刊(年2-3回)を目指し、

5○○0部の配付を継続して、当社の活動の柱の鵜つとする。

7)エコ仕様用品の品揃えの強化

・エコ仕様用品は、サービス日報にて集計する事で着実に展開できている。

・推奨商品をキャンペーンやフェア時の販売で継続して取り組む。

8)リサイクル部品、リビルド部品

・-斉送信依頼を全拠点統-して配信できるようにする事で依頼の徹底が出来ている。

・情報の社内への周知は、継続してできている。

・お客様への新品との金額や内容が分かるように見積時に提案して取り組む。

9)グリーン購入の推進

・できるだけエコマーク付きの商品の購入を継続した。

コピー用紙、トイレットペーパなどを購入した。

・次年度も、できるだけエコマーク付きの商品の購入する。
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1,環境関連法規

環境関連法規 要求事項 評価 

廃棄物処理法 "廃棄物の適正処理 ○ 

自動車リサイクル法 "使用済自動車の適正処理 ○ 

PRTR法 

"特定化学物質の排出量l移動量の把握 ※第1種指定化学物質の年間取扱量1t以上の事業所は、 届出対象 *トルエン、キシレン(アット鍍金) 

対象外 

水質汚濁防止法 
"特定施設の届出 (自動式車両洗浄施設) 

○ 

下水道法 
"特定施設の届出 (自動式車両洗浄施設) 

○ 

浄化槽法 
"浄化槽設置の届出 "保守点検"清掃"定期検査 

○ 

騒音規制法 
"特定施設の届出 (コンプレッサー) 

○ 

振動規制法 
"特定施設の届出 (コンプレッサー) 

○ 

消防法 "少量危険物(貯蔵所"取扱所)の届出 ○ 

フロン排出抑制法 "空調機の3ヶ月に1回の簡易点検。3年に-回の定期点検 ○ 

2,違反〃訴訟の有無

環境関連法規の違反はなく、関係機関からの指摘も受けておりません。

また、同様に訴訟等についても、1件もありませんでした。

評価:コロナ禍の中で店舗内での取り組みを強化出来た事は評価できるので、

再度全社一丸となってエコアクションの取り組みを徹底していく。

見直し:ガソリン、水については仕組みと共に-人一人の意識向上を図る。

結果:47期は、前年と比較して改善出来た項目は多いが当初の目標に対しての

実績は、今一歩と評価する。次の一年では、全項目の達成を目指す。
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