
年度
（対象期間： 2021 年5月1日　　～ 2022 年4月30日 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

作成日：

　

株式会社ユニックス

2021 環境活動レポート

2022年7月30日



１． 環境関連法規制及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。

２． 電力、車両燃料による二酸化炭素排出量の削減に取組みます。 

３． 廃棄物の削減とリサイクルに取組みます。

４． 水使用量の削減に取組みます。

５． 化学物質の削減及び適正管理に取組みます。

６． 環境に配慮した物品の購入を推進します。

７． 環境に配慮したコーティング加工に取組みます。

制定日：

改定日：

基 本 方 針

環 境 方 針

　当社は金属部品等に樹脂をコーティングする事業を行っている。地球環境保全が自
然環境及び社会経済活動の重要課題であることを認識し、環境経営システムを構築･運
用することにより、全社員一丸となって積極的に環境保全活動及び環境経営に努め、
環境負荷の低減に取組みます。

行 動 方 針

株式会社ユニックスは、環境の保全が最重要である事を認識し、 企業活動のあらゆる
面で、環境に配慮した行動を行います。

当社では主としてウレタン塗装の事業を行っています。
この事業活動が環境に影響を与えていることを理解し、環境マネジメントシステムを
運用し、 継続的改善と汚染の予防に努めます。その行動方針を以下のように定め、実
行します。

2014年10月1日

2020年5月1日

代表取締役社長　町田　泰久



□組織の概要
（１） 名称及び代表者名

株式会社ユニックス
代表取締役社長　町田　泰久

（２） 所在地
本　社 大阪府東大阪市加納4丁目14-31

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 管理部課長 植田　聡 TEL：０７２－９６８－１１６６

担当者 管理部課長 植田　聡 TEL：０７２－９６８－１１６６
（４） 事業内容

金属部品等への樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
主要製品：ﾊﾟｰﾂﾌｨｰﾀﾞ、ﾎｯﾊﾟｰｼｭｰﾄへのｳﾚﾀﾝｺﾞﾑｺｰﾃｨﾝｸﾞ

（５） 事業の規模

製品出荷額 1.67 億円
合計
10
724

（６） 事業年度 ５月１日～４月３０日

□認証・登録の対象組織・活動
登録事業者名： 株式会社ユニックス
対象事業所： 本社・工場

活動： 金属部品等への樹脂コーティング

従業員　　　　　
延べ床面積　　　



□主な環境負荷の実績

単位 2019年 2020年 2021年

kg-CO2 51,692 49,093 53,298

kg 5,320 5,468 5,720
kg 220 218 220
kg 5,100 5,250 5,500
㎥ 221 183 191

※電力の二酸化炭素排出量換算値 0.351 ｋｇ-ＣＯ2/ｋＷｈ
(関西電力の2019年度調整後排出係数）

□環境目標及びその実績
基準値 2022年 2023年

（2019年実績) （目標） （実績） （目標） （目標）
kg-CO2 34,781 34,433 38,839 34,086 33,738

基準年比 100% 99% 112% 98% 97%
kg-CO2 16,962 16,284 14,459 16,114 16,114

基準年比 100% 96% 85% 95% 95%
kg-CO2 51,744 50,717 53,298 50,200 49,852

kg 220 218 220 213 213
基準年比 100% 99% 100% 97% 97%

㎥ 221 217 191 214 212
基準年比 100% 98% 86% 97% 96%

kg 23,570 23,334 24,750 22,863 22,627
基準年比 100% 99% 105% 97% 96%

％ 60% 62% 64% 63% 63%

件数 45 45 17 44 44

項　目

廃棄物排出量
　一般廃棄物排出量
　産業廃棄物排出量

2021年

総排水量

　　　　　　　　　年　度
　　項　目
電力による二酸化炭
素削減

自動車燃料による二
酸化炭素削減

二酸化炭素総排出量

上記二酸化炭素排出量合計
一般廃棄物削減

水道水の削減

メチクロ購入量削減

グリーン購入の推進

製品への環境配慮
（ｸﾚｰﾑ件数削減）

※産業廃棄物は製品へのショットピーニングに使用するガラスビーズ及び溶媒の空き缶
で、排出量は生産高に比例して決まってくるため、削減目標は設定していない。なお、空
き缶は金属くずとしてリサイクルしている。ガラスビーズは添加物の関係及び経済的な問
題でリサイクルが難しい。



□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容
数値目標：○達成　×未達成

　 活動：◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

数値目標 ×
○
△
○
○

×
△

数値目標 ○
○
△
△
△

数値目標 ×
○
○
○
×
△

数値目標 ○

○

数値目標 ×

○
△
△

数値目標 ○
○

数値目標 ○
○

・クレームの発生撲滅

取り組み計画

電力による二酸化炭素削減

基準年度と比較し、使用量が増加。特に冬場の使
用量が大幅に増加。防寒着を厚くするなど、各自
もう少し節約を意識することで、目標達成が見込
まれる。

取組結果とその評価、次年度の取組内容

・空調を必要な区域・時間に限定

・事務室、工場等の照明は、昼休み、残業時等不必要なものは消灯する

・空調機については、フィルターの定期的な清掃・交換をする

・パソコン省エネモードの設定
・圧縮空気もれの定期的チェック

・節水シールの貼り付け

・空調の適温化（冷房28℃程度、暖房２０℃程度）を徹底

・コピー用紙等をシュレッダーで梱包資
材として再利用・段ボールを梱包資材として再利用
・エアーマット、ミラーマットを梱包資
材として再利用
・５S活動の徹底

水道水の削減

コピー用紙の使用済みのものはシュレッターをし
て、梱包資材の緩衝材として再利用した。
段ボールも緩衝材として利用している。今後も引
き続きごみの減量に努力する。

一般廃棄物の削減

自動車燃料による二酸化炭素削減

基準年度と比較し、大幅に削減。今後も継続して
節約に努める。・省エネ運転の徹底

・定期的な車両整備
・効果的なルートで配送
・エコドライブの励行を推進する

グリーン購入の推進

・事務用品グリーン購入比率向上

製品への環境配慮

・クレーム件数の減少

メチクロ使用量削減

・再生利用の徹底
・容器の蓋の徹底
・作業ミスによる使用量増加の抑制

全体的に基準年度に比べてグリーン購入傾向にあ
る。来季以降も、更に向上させる。

基準年度より大幅な節水を達成。来季以降も、節
水に努力します。

基準年度と比較し微増。売上は同じぐらいなの
で、さらなる節約に努めます。クレームの減少に
も努めます。

クレーム報告書の提出を継続して行う。定期的に
件数や金額を報告する。



□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、訴訟等の有無
法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでした。

□代表者による全体の評価と見直し

消防法 危険物の保管

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

二酸化炭素排出量削減は、現在の目標を継続していく。
一般廃棄物は、再利用を徹底し、ごみの種分けをすることで削減する。
化学物質は、作業効率を向上させることとクレーム減少で、削減する。
製品への環境配慮は、クレーム報告でその実態を把握し、クレーム数を減らすことで、無駄な材料
の使用を削減する。
水道水の使用量は、今期をベースに来季以降の使用量を管理する。
新型コロナウィルス対応に関しても積極的にしていく。

騒音・振動規制法 空圧機、送風機
フロン排出抑制法 業務用空調機、冷凍機

廃棄物処理法 一般廃棄物、産業廃棄物（金属ｸｽﾞ、廃ガラス等）


