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3R Reduce（リデュース、発生抑制）、Reuse（リユース、再利用）、
Recycle（リサイクル、再資源化）の略

CO₂ 二酸化炭素
CSR 企業の社会的責任。Corporate Social Responsibility
EMS 環境マネジメントシステム

F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド発散に関するJIS（日本工業規格）またはJAS（日本農林
規格）の基準。F☆☆☆☆は、ホルムアルデヒドの放散速度が0.005mg/
㎡・h以下、F☆☆☆は0.02mg/㎡・h以下

GPN グリーン購入ネットワーク

ISO9001 国際標準化機構（ISO）が定める品質マネジメントシステム（QMS）の
国際規格

ISO14001 国際標準化機構（ISO）が定める環境マネジメントシステム（EMS）の
国際規格

ISMS 情報セキュリティマネジメントシステム
JEMA （社）日本教材備品協会。学校用教材、備品の業界団体
JOIFA （社）日本オフィス家具協会。オフィス家具の業界団体

LCA ライフサイクルアセスメント、製品の一生における環境負荷を評価す
ること

NOx 窒素酸化物
PCB ポリ塩化ビフェニール

RoHS指令 EU（欧州連合）の電子・電気機器に含まれる有害物質（鉛・水銀・カ
ドミウム・六価クロム、PBB、PBDE）の使用規制

VOC 揮発性有機化合物の総称で100種類以上の物質がある。Volatile 
Organic Compounds
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現在の経営環境と内田洋行のあり方
20世紀は、人類に大きな発展をもたらしましたが、同時に、大きな負債を21世紀に残して

しまいました。特に、「地球温暖化」「資源の枯渇」「オゾン層破壊」といった地球規模の環境問
題が顕在化し、人類の持続可能性を脅かしています。
これらの問題は、地球上の全人類が被害者であり、全人類が加害者でもあるという特異な問
題です。人類・社会にとって最重要の課題であり、解決への取り組みを次の世代に先送りして
はなりません。持続可能な社会を実現するために、今、何ができるか。内田洋行は真剣に取り
組んでまいります。
当社は、1910年の創業以来、「働く場」「学ぶ場」といった「人のための場」創りに貢献して

まいりました。特に、機器や家具什器、スペースプランの提供に留まらず、ソリューションの提
供に努めております。環境保全活動に取り組むことは、「人」や「社会」を中心とした事業を営む
企業にとって当然の責務であり、誇りと責任を持って取り組んで行くべきと考えております。

本業における環境・社会貢献
企業としての継続的な取り組みは、その主体である企業の持続的な成長があって初めて実現

できます。そのためには、環境保全活動を通して新たな経済的価値を創出する「環境経営」に取
り組むことが重要であり、内田洋行グループとして、経営のあらゆる側面に「環境」の視点を取
り入れ、事業活動の環境負荷を最小限にする日常の管理・改善に取り組むことが必要です。
当社では、1999年7月に環境マネジメントシステム規格ISO14001の認証を『潮見オフィス』

で取得して以来、大阪・北海道・九州、新川本社で取得し、関係会社を含む内田洋行グループ
全体での環境マネジメントを推し進めております。この環境マネジメントシステムを環境経営の
ツールとして、より使いやすく、実効性のあるものに向上させたいと考えております。

パートナー企業とともに
従来より、商品開発や製造、物流での業務効率向上と環境負荷削減に努めてまいりましたが、

この報告期間内では韓国釜山に物流拠点を設けました。輸入品の調達・物流に留まらず、組み
立て加工・検品など付加価値のある業務へと進め、グローバルなサプライチェーンの要（かなめ）
として全体最適を図る計画です。
また、内田洋行の事業活動による環境負荷削減の全体最適を考えるには、商品・サービス
の開発・製造から物流・廃棄など、ライフサイクル全般での環境負荷低減を図る必要がありま
す。当社およびグループ企業だけでなく、内田洋行の商品・サービスのライフサイクル各ステー
ジに携わる取引先の方々を「ウチダ環境パートナー」と位置づけ、サプライチェーンとして共に環
境負荷低減に取り組むパートナーシップの構築を始めました。品質マネジメント規格ISO9001
と環境マネジメントシステムISO14001の統合的な活用により、到達する目標を定め、協力して
改善に取り組む体制を作り、お客様から要請の多い有害物質削減などの化学物質管理や環境
配慮設計などを推進してまいります。

今後の取り組み
この環境報告書では、コンプライアンスやコーポレートガバナンスなど、一部に社会的側面
も報告しています。内田洋行の事業活動が、どの面から見ても社会的責任を果たしていると認
めていただける、「品格のある企業」を目指し、社会的活動においても質を上げていきたいと考
えております。お客様やパートナー様と共に、内田洋行グループの一人ひとりが社会的責任を果
たしていけるよう、より一層の努力をしてまいります。
皆様には今後の活動改善のために、忌憚のないご意見、ご感想をお願いするとともに、より

一層のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます

株式会社内田洋行　代表取締役社長
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1. 総則
1.内田洋行行動規範の適用範囲
2.罰則
3.統括部門・運用部門
4.相談・申告窓口
5.社員の誓約書

2. 社会との関係
1.社会への貢献
2.法規範の遵守
3.寄付行為・政治献金規制
4.反社会的勢力との関係断絶
5.環境保全・保護
6.安全保障貿易管理

3. 顧客・取引先・競争会社との関係
1.製品の安全性
2.独占禁止法の遵守
3.購入先との適正取引、下請法の遵守
4.不正競争の防止
5.接待・贈答
6.適正な宣伝・広告

4. 株主・投資家との関係
1.経営情報の開示
2.インサイダー取引の禁止

5. 社員との関係
1.人権尊重・差別禁止
2.セクシャルハラスメント
3.プライバシーの保護
4.職場の安全衛生
5.労働関係法の遵守

6. 会社・会社財産との関係
1.就業規則の遵守
2.適正な会計処理
3.利益相反禁止
4.政治・宗教活動の禁止
5.企業秘密の管理
6.会社資産の適切な使用
7.情報システムの適切な使用
8.知的財産権の保護

1.内田洋行の経営

【リコール情報】
当社グループは、商品に品質問題を生じ、その処置が不可欠であると判断した場合、新聞掲載、ホームページへの掲載などによりお客様へお知らせする

とともに、製品の回収と無償修理等の対応をしています。
報告期間中に当社グループ取扱製品に関わるリコールはありませんでした。

●内田洋行の企業理念
当社グループは、「人間の創造性発揮のための環境づくりを通して豊かな社会の実現に貢献する」という企業理念のもとに独創的な
事業を展開し、社会への貢献と企業価値の向上を目指しています。

●経営方針
「21世紀社会に貢献できる新しい企業ブランドの創造」をテーマに掲げ、「情報」「教育」「オフィス」の3つのドメインに対し、顧客
満足度を高められる革新的な商品やサービスの提供によって新たな企業価値の創造に取り組んでいます。
当社グループの事業は、「働く場」や「学ぶ場」といった、「人」や「社会」の未来に貢献するものです。環境保全活動に積極的に取り
組むことは当然の責務であり、くわえて経営にあたっては、皆様に理解され共感を得るべく、コンプライアンスを重視し活動してま
いります。

企業は、その活動を通じて安定した収益をあげ、社会にもそ
の利益を還元することを目的としています。ただし、その活動は、
法令を遵守し、社会倫理に則った行動でなければならず、収益
をあげるためには手段を選ばないといった活動は、決して認め
られるものではありません。
企業は人の集合体です。企業が法令を遵守し、社会倫理に則っ

た行動をすることは、企業を構成するすべての個人が法令を遵
守し、社会倫理に則った行動をすることに他なりません。
当社グループは、この信念のもと、2003年より毎年12月1日

を「コンプライアンスデイ」と定め、コンプライアンスの徹底を
図るとともに、「内田洋行グループ行動規範」を制定し、その説
明冊子を当社およびグループ各社の役員、社員全員に配布しま

した。ここには、法令を遵守し、社会倫
理に則った企業活動を行うために、日頃
から心掛けるべき共通の行動を示して
います。
また、法令違反その他コンプライア

ンスに関する重要な事実についての内
部通報体制として、総務部および顧問
弁護士を直接の情報受領者とする内部
通報システム「内田洋行グループホットライン」を開設し、「内
田洋行グループ内部通報規程」に基づき、その運用を行ってい
ます。

2.コンプライアンス

●行動規範の内容
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管理本部 マーケティング
本部 事業部・支社

・コンプライアンス委員会
・災害事故対策委員会
・製品事故対策委員会

グループ
各社

選任・解任 選任・解任

選任・解任

付議・報告 選定

報告 指示

モニタリング

監査

監査・報告

取締役／取締役会 監査役／監査役会

会計監査人代表取締役社長

リスク
管理体制

事業統括室

株主総会

3.コーポレートガバナンス（当社の内部統制システム）

4.情報管理（プライバシーマーク取得）
近年、ITの発展にともない、さまざまな分野で利便性が向上

してまいりました。特にインターネットの普及には目を見張る
ものがあり、一個人がウェブサイトに掲示した内容が、一瞬に
して世界各国で閲覧できる環境にあります。
しかし、その一方で、不正アクセスや情報の漏洩、不正使用
などが大きな社会問題となり、2005年4月には個人情報保護法
が全面施行されました。
その結果、個人情報に対する消費者の関心が高くなっており、
保有する個人情報をいかに保護しつつ活用するかが企業にとっ
ての重要課題になっています。

当社は商品の販売のみならず、自治体、各種学校、企業から
のソフトウエアの受託開発や、保守管理などの業務を行ってお
り、テストデータ等でお客様の個人情報を利用させていただく
ケースがあります。そのため、従来より、当社の個人情報の運
用について、皆様から信頼を得ることがたいへん重要と考えて
きました。
個人情報保護の規格については、この保護法より厳しい基準

の「JIS Q 15001」があり、この規格に基づいたマネジメントシ
ステムを実施している企業を、（財）日本情報処理開発協会が認
定する制度が「プライバシーマーク制度」です。この制度では、
適用組織を全社として取得することを前提としており、2006
年8月15日現在、4,989社が認定されています。
当社は、2000年7月に商社としては初めてプライバシーマー
クを取得して以来、積極的に個人情報保護に努め、2年毎に行
われる更新審査も今回（2006年6月）の大阪支店での実地調査
を含めて、3回合格しました。

運用体制は、マーケティング本部長を個人情報管理責任者
（CPO：Chief Privacy Officer）とし、その下に事務局、教育責任者、
IT管理責任者、お問合せ窓口責任者のスタッフを置き、さらに
個人情報の取扱部署については、実施責任者やデータ管理責任
者を設置し、常に安全性を確保しつつ業務を遂行しています。
期間中の活動としましては、2006年3月個人情報保護方針に

ついて見直しを行い、当社に万が一、インシデント（事件・事故）
が発生した場合の是正措置を行う旨、明確に規定しました。
また、実務レベルでは、各部門の代表者から成る「Pマーク運
営委員会」をほぼ毎月開催し、各業務で保有する個人情報の件
数を把握するとともに、運用における注意事項を徹底させてい
ます。
さらに、社員への教育につきましては、全従業者に対しe-ラー
ニングによる教育を行い、また社内電子掲示板において「Winny
の使用禁止」や「電子データのパスワード設定」、「誤送信防止の
注意喚起」等を指導し、管理を徹底しています。
一方、当社グループ企業に向けては、昨年（2005年10月）に

「個人情報に関する委員会」を開催しました。グループ24社が参
加し、個人情報保護を専門とされる弁護士による講習と当社事
務局による遵守事項の伝達を行いました。
当社グループのプライバシー

マーク取得企業は、㈱ウチダ
データ、ウチダエスコ㈱をはじ
め6社が既に認証取得していま
すが、さらに2006年中に3社
が取得の見込みです。

A 4 8 0 0 0 1 ( 0 4 )

当社は、透明度の高い経営を行い、
ステークホルダーの方々との円滑な
関係を構築しながら、新たな企業価
値の創造に取り組み、「健全なる持続
的成長」を追求することをコーポレー
トガバナンスの基本的考え方として
います。
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5.会社概要

6.業績概要

会社名 株式会社 内田洋行 UCHIDA YOKO CO.,LTD.

本　社 〒104-8282　東京都中央区新川2-4-7
※上記は登記上の本社所在地であり、実際の本社業務は下記に
　て行っています。

 〒135-8730　東京都江東区潮見2-9-15

創業及び設立 1910年（明治43年2月）創業
 1941年（昭和16年5月）設立

代表者 代表取締役社長 向井眞一

資本金 5,000百万円（2006年7月20日現在）

事業所  大阪支店、北海道支社、九州支社
  仙台、立川、つくば、横浜、さいたま、
  千葉、高崎、静岡、新潟、名古屋、金沢、
  京都、神戸、岡山、広島、北九州、高松、
  熊本
  札幌、京葉、大阪、犬山

グループ関連企業  52社
  （2006年7月20日現在：内田洋行を含まず）

  4社（アメリカ、マレーシア[2ヶ所]、
  シンガポール）

従業員数 1,493人（単体）、3,560人（連結）

生産/販売種目 オフィス関連事業：オフィス家具、環境設備品、
 OA機器、OA関連機器、事務機械、事務用品

 教育関連事業：ICT*関連商品、理化学機器、教材教
具、各種教材ソフト、視聴覚機器、施設設備品、シ
ステムインテグレーションサービス
 情報関連事業：サーバー機、パーソナルコンピュー
タ、ネットワーク関連製品、各種アプリケーション
ソフト、システムインテグレーションサービス
 ※注 ICTはInformation&Communication Technologyの略称です。

認　証 ISO14001（2004）：NQE-05030009A
 　初回認定1999年7月26日　有効期限2008年7月25日

 ISO9001（2000）：NQA-05030034A
 　初回認定1996年7月17日　有効期限2008年7月16日
 プライバシーマーク：第A480001（04）号
 　初回認定2000年7月19日　有効期限2008年7月18日

支店支社：
営 業 所：

物流センター：

グループ会社：

うち海外現地法人：

オフィス関連事業
43％

その他
3％

情報関連事業
32％

教育関連事業
22％

製造（国内）
56％

セグメント別売上高構成比2006年7月期（連結）

連結
単体

売上高推移（百万円）

2004年7月期 2005年7月期 2006年7月期

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

150,090

110,566

149,250

108,267

150,330

105,528

連結
単体

経常利益推移（百万円）

2004年7月期 2005年7月期 2006年7月期

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

4,335

1,349

4,154

1,723

4,050

1,914

連結
単体

従業員数推移（人）

2004年7月期 2005年7月期 2006年7月期

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

3,510

1,507

3,514

1,501

3,560

1,493

オフィス関連事業
教育関連事業

セグメント別売上高推移（連結）（百万円）

情報関連事業
その他

2004年7月期 2005年7月期 2006年7月期

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

59,327

38,709

47,856

4,196

60,685

36,673

47,697

64,451

33,195

48,127

4,193 4,555
－835

オフィス関連事業
教育関連事業

セグメント別営業利益推移（凍結）（百万円）

情報関連事業
その他

2004年7月期 2005年7月期 2006年7月期

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

－500

－1,000

667 651
804 766

1,716

222

604
755

2,079

1,083

749

商品配送・保管などの物流事業やITを中心とした人材派遣・教育研修事業から総務サービス、不動産賃貸事業など、上記の基幹3事
業を支援する業務を行っています。

最新のIT機器やオフィス家具の開発・提供はもと
より、ワーカーの知的生産性を高める先進オフィ
ス空間の構築・サポートまでをトータルに行って
います。情報を核にしたオフィス創りが当社の強
みです。

業界のトップ企業として、ネットワークを駆使し
た学校のコンピュータ教育のためのシステム開発
から、各種コンテンツの開発・提供及び多様な教
材・教具、環境設備品の提供など総合的な教育環
境支援事業を展開しています。

1961年の発足以来、我が国の中堅・中小企業を
中心に官公庁・自治体、福祉施設まで、あらゆる
事業分野向けにブロードバンド時代に対応した最
先端のシステム・ソリューションを提供していま
す。

●その他事業

●オフィス関連事業 ●教育関連事業 ●情報関連事業
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7.内田洋行グループの事業構造

オフィス家具製品等の施工・保守　オフィスデザイン・コンサルティング

【連結子会社】
・㈱ウチダテクノ
・パワープレイス㈱

生産会社

【連結子会社】
・㈱サンテック
・㈱太陽技研
・㈱マービー

【在外連結子会社】 
ウチダエムケーSDN.BHD.

【非連結子会社】 
館山樹脂工業㈱

【関連会社】
●江戸崎共栄工業㈱ 
 

株式会社 内田洋行

生産会社

【連結子会社】
キャビン工業㈱

【非連結子会社】 
㈱シービーエヌ

労働者派遣・教育研修　不動産賃貸、各種役務提供

（注1）●は持分法適用会社です。
（注2）ウチダエスコ㈱は㈱ジャスダック証券取引所に上場しています。

【連結子会社】
・㈱ウチダ人材開発センタ
・㈱グーテンベルグ
・㈱アールディー

【非連結子会社】
㈱エスコアシスト 

ＩＣＴ関連商品の納入設置・保守

【連結子会社】
ウチダエスコ㈱

コンピュータハード生産会社

【関連会社】
●㈱ＰＦＵ

コンピュータハード及びソフトウェアの保守・メンテナンス

【連結子会社】
ウチダエスコ㈱

【非連結子会社】
アーク㈱

ソフトウェア　ライセンス販売

【連結子会社】
ウチダスペクトラム㈱

ソフトウェア・システム開発関連

【連結子会社】
・ウチダインフォメーションテクノロジー㈱
・ウチダエスコ㈱
・㈱ハンドレッドシステム

【非連結子会社】 
㈱ユーアイテクノサービス　他1社

【関連会社】
㈱インフォザイン　他1社

施工・保守サービス、
オフィスデザインの提供

施工・保守サービス、オフィスデザインの提供

施工・保守サービス、
オフィスデザインの提供

製　品

販売会社

【連結子会社】
・㈱東京ウチダシステム
・大阪ウチダシステム㈱
・㈱滋賀ウチダ
・㈱北海ウチダ

【在外連結子会社】 
ウチダ･オブ･アメリカCorp.

【非連結子会社】 
㈱神奈川ウチダシステム　 他 2社

【関連会社】
㈱近藤商会　他3社 

製　品

製　品

ソフトウェア開発の提供

製　品

ソフトウェア開発の提供

納入設置・保守サービス
の提供

【関連会社】
●さくら精機㈱
●㈱ＰＦＵ  

販売会社

【連結子会社】 
大阪ウチダシステム㈱
【非連結子会社】 
札幌ウチダシステム㈱
他1社

納入設置・保守サービスの提供

物流

【連結子会社】
㈱オリエント・ロジ

【関連会社】
●㈱陽光

販売会社

【連結子会社】 
・ウチダユニコム㈱
・㈱オフィスブレイン
・東北ユーザック㈱
・日本オフィスメーション㈱
・㈱ウチダデータ
・ウエダコンピュータシステム㈱
・㈱エス・アイ・ユゥ

【非連結子会社】 
㈱静岡ユーザック

【関連会社】
㈱オーユーシステム
他3社

商品 商品

商品

納入設置・保守サービスの提供

商品

システムインテグレーション・サービスの提供

システムインテグレーション・
サービスの提供

商品商品

商品
商品

教育関連
事業

お　

客　

様

その他の
事業

情報関連
事業

オフィス
関連事業
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環境方針
Environmental Report
UCHIDA
2006 3.

環境理念
内田洋行は、国際社会の一員として地球環境問題が世界共通の重要課題と認識し、「事業活動と環境保全の調和」

に努力します。
また当社商品の品質と環境の両面を常に追求し「安心できる商品の提案」により、豊かな社会の実現とかけがえ
のない地球環境の次世代への継承を目指します。

内田洋行は、自らの事業活動における当社商品の開発、調達、販売、保管・物流、製造工程に関する環境負荷
を低減させるために、以下に基づき環境マネジメントシステムを実施する。

基本方針

環境関連の法律、規制、業界基準を遵守するとともに、自主基準、業務手順を整備し、環
境マネジメントシステムの継続的改善と汚染の予防に努める。

商品の企画・開発工程において、LCA（ライフサイクルアセスメント）に配慮し、環境保全
の向上を目指した商品化を推進する。

物流工程での、商品損傷と不適合品の発生を防ぎ、廃棄物の発生の低減に努める。

販売業務およびオフィス業務において、省エネルギー、省資源、廃棄物削減、およびグリー
ン調達を推進する。

製品製造工程での環境管理向上のため、外部環境監査を継続的に実施し、製造に関わる環
境負荷の低減を目指す。

環境方針達成のため、部門ごとに環境目的・環境目標を設定し、環境マネジメントシステ
ムを推進・維持する。また環境影響評価を定期的にレビューし、必要に応じて環境目的・
環境目標の改定を行う。

環境方針は、電子化文書または小冊子にて、全従業員に周知徹底する。また外部からの要
求に応じて開示する。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

株式会社　内田洋行

代表取締役　向井 眞一
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Environmental Report
UCHIDA
2006 特集4.

1.サプライチェーンマネジメント（ウチダ環境パートナーシップ）
商品・サービスの環境負荷を考えるには、商品・サービスのライフサイクル全般での環境負荷低減を図る必要があります。そのた

めに、当社およびグループ企業だけでなく、内田洋行の商品・サービスの開発、調達、製造、保管、物流、販売、サポート、メンテ
ナンス、廃棄に携わる方々を「ウチダ環境パートナー」と位置づけ、サプライチェーンとして共に環境負荷低減に取り組むパートナー
シップを構築しています。

商品・サービスのライフサイクル

●活動指針（ガイドライン）
ウチダ環境パートナーが行う環境活動は、多岐にわたっています。共通の認識を得るために、2005年4月に活動
指針(ガイドライン)を発行しました。
社会情勢の変化への対応と活動レベルの向上を目指し、現在改訂を行っています。

●共に取り組んでいる事項

（1）法令の遵守
遵守すべき環境関連法規、業界ガイドラインを特定し、情報共有を行い、法令遵守の体制確立を目指しています。

（2）顧客要求に応える
1.グリーン購入法
2001年の法制定時より対応を進め、毎年の改訂に対応しています。2006年度では、文具類、機器類に対し
て「合法的に伐採された木材」を使用することが基準に追加されました。

2.化学物質管理
お客様から化学物質管理の要請を多く受けるようになっています。調査手順や評価方法の整備を行い、有害物質削減を進めています。
・放散管理（VOC低減）
製品が、「学校環境衛生の基準、室内空気中化学物質の室内濃度指針を超える原因にならない」ことを要求事項として、F☆☆☆、
F☆☆☆☆規格材料を使用するなどの対策を進めています。（社）日本オフィス家具協会の「JOIFA室内空気質汚染対策ガイドライン」
に則った評価基準を定めて製品を評価し、お客様の要請により情報開示を行っています。
・化学物質含有管理（RoHS指令対象物質の含有管理）
製品に法定禁止物質を含有しないことはもちろん、電気・電子機器業界のお客様から要請されるRoHS指令6物質（鉛、水銀、カ
ドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）削減に取り組んでいます。

（3）製品アセスメントにより評価する
製品のライフサイクルにおける環境負荷軽減を目指す企画・開発を行い、それを製品アセスメントにより評価し

ています。その結果、当社基準により「ウチダ環境マーク」を付与し、グリーン購入法に該当しない製品の環境ラベ
ルとしています。
このアセスメントは1997年から実施していますが、時代の要請に応えるよう評価項目の見直しを行っています。

●コミュニケーション
ウチダ環境パートナーにはメールやホームページにより環境情報の提供を行っています。電子メールによる「ウチダ環境通信」は、
期間中11通発信しました。

開発 材料 製造 保管 販売 物流 サポート 使用 メンテ
ナンス 廃棄
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特集2. Environmental Report UCHIDA 20064.

20世紀になって、人類は大量に石炭、石油を燃やして二酸化炭素を大気中に排出しました。その大量の二酸化炭素によって、地球
の気候が大きく変わり、人類・生物の生活を脅かします。

2.地球温暖化ってなに？

化石燃料（石炭・石油・天然ガス）を
大量に燃やしている

二酸化炭素が
大量に大気中に排出され、

地球が吸収できる量を超えた 人々の生活が向上し、
乳幼児死亡率が下がった

人口が急に増えた

海水が膨張する
陸上の氷が解ける

みんなが加害者、
みんなが被害者

海面が上昇
沿岸に高波の
被害が出る

砂漠化が進む
水が不足する

この対策を行っても、すでに排出された二酸化炭素はすぐ
には減りません。影響は数百年残ると言われています。対
策を始めるのが早ければ早いほど、安定化するまでの期間
は短くなります。

気温が上がる！

作物の生育に
影響する

食糧が不足する

石油・資源が
不足する！

気候が激変
台風、洪水などの災害

寒冷化、熱帯化

どうしたら良いの？

地球が吸収できる
範囲内(今の半分以下)に

二酸化炭素排出を
減らす

石油が枯渇する前に
代わりの

エネルギー源を
つくる

対策
最大の被害者は
『わたしたちの子孫』

でも・・・

みんなが
解決に協力できる!

だから・・・
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UCHIDA
2006 環境活動のまとめ5.

内田洋行グループの環境活動一覧

活動/テーマ 2005年度実績、トピック ページ

コンプライアンス コンプライアンスデイ制定、行動規範配布
内部通報システム「内田洋行グループホットライン」設置 2

プライバシーマーク4回目の更新、e-ラーニング3回目実施 3

ガバナンス コンプライアンス委員会、災害事故対策委員会、製品事故対策委員会の設置。
グリープ内業務のモニタリング機能を持つ事業統括室の設置 3

サプライチェーンマネ
ジメント

ウチダ環境パートナーシップ 活動指針（ガイドライン）の改訂
ウチダ環境通信発信11通 7

環境マネジメント ISO14001認証取得 内田洋行グループ会社53社中17社（連結対象企業31社中16社）取得 10

環境マネジメントプログラム 部門別環境目標と実績 11

環境監査 外部監査16社、是正事項指摘14件 12

環境教育 e-ラーニング2回目、1,574人修了 12

環境コミュニケーション お客様から環境に関してのお問い合わせ：185件
アスベスト使用情報公開 13

製品・サービスにおけ
る環境保全への貢献

グリーン購入法適合品 適合27,560点 11,14

教育系ウチダ環境対応商品 43品目追加（累計627品目） 11,14

JEMA学校教材・教具安全基準適合認定品 認定211品目 11,14

分別設計 4テーマ（i-deck wf、Regiaチェア、epoチェア、FEED）実施 11,15

事業活動による
環境負荷低減

内田洋行グループ エネルギー使用量331,677GJ 18

廃棄物5,570t、リサイクル率79%、CO₂排出量17,639t 18

内田洋行単体 エネルギー使用量106,824GJ、：2001年度比7%減 19

用紙使用量9,489千枚：2000年度比52%減 19

廃棄物460t、リサイクル率67%、CO₂排出量4,505t 19

製造工程における取組み 省エネルギー、廃棄物削減 20

脱溶剤化、工場廃液ゼロ（江戸崎共栄工業） 21

物流工程における取組み 引き取り品リサイクル2,853t 22

物流拠点開設（釜山、大阪、江戸崎） 22

カタログリサイクル38.8t 20

オフィスにおける取組み アスベスト除去工事 23

その他の事業活動 ユニバーサルデザイン 自主認定850点、大学と共同開発のUD教材2点発売 24,25

清掃・美化活動 清掃・美化活動、クリーンおおさか2005参加 26

教育支援 発明考案、学びの場.com 27
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Environmental Report
UCHIDA
2006 環境経営基盤6.

当社は、社長を環境マネジメントシステムの最高責任者と定
め、以下のように責任・権限を明確にした組織・体制を構築し
ています。社長は、環境マネジメントシステムの維持・運用に
ついて、品質環境部長を環境管理責任者として任命します。
また社長は、環境マネジメントシステムの継続的な適切性と
妥当性、有効性を確保するため、『マネジメントレビュー会議』
を開催します。マネジメントレビュー会議は社長・各事業部長
など、経営トップを中心としたメンバーで構成しています。
環境委員会は、環境管理責任者の主催で開催される環境全般

に関する審議及び環境情報交換の会議で、環境管理責任者・サ
イト管理責任者・潮見オフィス部門長により構成しています。
環境管理責任者は、環境マネジメントシステムがISO14001の

規格に適合し、適切に実施され維持されているかを確認するため、
内部環境監査を計画的に実施します。なお、内部監査チームは環
境管理責任者が認定した内部監査員により構成しています。
サイト環境委員会は、サイト管理責任者の主催で開催される
環境全般に関する審議及びサイトにおける環境情報交換の会議
で、サイト管理責任者・各部門長等により構成しています。
部門長は、当該部門における環境マネジメントプログラムの実

施責任者です。
これらの組織・体制の下、当社は商品の開発から製造・調達・

販売・保管・物流までのあらゆる事業活動を、環境マネジメン
トシステムの国際規格であるISO14001に適合させて、持続可
能な社会の構築に貢献しています。
全社員が環境方針を事業活動の中で共有して意識し、全社的

な目標に加え各サイトで部門単位に改善のための目標を立て、
プログラムを作成して目標達成に向け活動しています。

当社では、1999年7月に環境マネジメントシステムの国際規
格であるISO14001の認証を『東京 潮見オフィス』にて取得し
ました。その後、2002年に『大阪支店』『北海道支社』『九州支社』
で、2004年に『東京 新川オフィス』で認証を取得し、2005年
7月には2004年版への移行を完了しました。
またウチダグループ53社中17社（内 連結対象企業31社中16
社）でISO14001の認証を取得しており、今後も引き続きグルー

プ企業を含めて、積極的に環境管理に取組み、エネルギーや資
源の節約、廃棄物の発生抑制などの環境対策を進めていきます。

1.環境マネジメント体制

2.ISO14001取得状況

社長

マネジメントレビュー会議
社長、各事業部長により構成
環境マネジメントシステム・環境方針等の見直し

環境管理責任者
社長により任命
環境マネジメントシステムの
維持・運用責任者

環境委員会
環境管理責任者、サイト管理責任者、潮見オフィス部門長
により構成、環境全般の審議、情報交換

内部環境監査チーム
環境管理責任者により任命された
内部環境監査員有資格者により構成

サイト管理責任者

サイト管理責任者

部門長

部門長

部門長

大阪支店

潮見オフィス

サイト管理責任者
サイトにおける環境マネジメントシステムの
維持・運用責任者

部門長
当該部門における
環境プログラム実施責任者

サイト環境委員会
サイト管理責任者、各部門長により構成、
当該サイトの環境全般の審議・情報交換

サイト環境委員会

本　　社

サイト管理責任者 部門長

サイト環境委員会

サイト環境委員会

サイト管理責任者

サイト環境委員会

北海道支社

九州支社

認証取得状況 ISO9001 ISO14001 Pマーク ISMS

◎グループ企業 53社中 20社 17社 6社 3社

◎連結対象 31社中 18社 16社 6社 3社

マネジメントレビュー会議
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目的達成度の評価：◎大幅に達成、○達成、△未達成、×大幅に未達成

3.2005年度部門別環境目標と実績（抜粋）

部門 項目 環境目標（2005年度） 目標の狙い 実施方法 評価

商品企画

グリーン購入法適合商
品の開発

機器類（家具）および文具
類の完全対応 ・ 再生樹脂・古紙の使用

率向上
・ 間伐材などの使用促進
・ ホルムアルデヒドの使
用削減

・新製品企画時に該当製
品をチェック ○

・ 新規開発品はすべてグリーン購入法
に対応（輸入品除く）

教育系商品該当品の完全
対応

グリーン購入法適合調査
とDB化 ○

・新製品全品チェック完了
・ グリーン購入法適合調査実施（5品
目）
・DB化完了

ウチダ環境対応商品

教育系商品584品目
（2005年1月21日現在）
を610品目にする
（2006年1月20日まで） ・学校市場の要求に対応

・26品目追加 ◎ ・43品目追加（累計627品目）

環境に配慮した商品開
発の促進

電子機器オリジナル品開
発における環境配慮の実施
（開発件数比80%以上）

新製品開発計画書にて実
施 △ ・達成率60%

VOC類放散量の低減

・ オフィス家具のF☆☆☆完
全実施（木製品、接着剤）

・VOCの放散低減

・ 当該製品のDB化
・未達成品のチェック △ ・未対応品2,232点→1,275点

・ 教育系該当商品のF☆☆
☆完全実施（木製品、接
着剤、塗料、インク）

・ 化学物質放散調査実施
とDB化 ○

・ 既存品211品目の調査完了、「JEMA
学校教材・教具安全基準適合認定」
に申請
・ 新製品11品目の化学物質放散調査
とDB化完了

有害金属類（RoHS指令
指定）の使用削減

・ オフィス家具新製品での
使用禁止

・有害金属類の削減

・ 製品仕様書に非含有と
することを明記 △ ・一部に未対応の物がある

・ 教育系既存品および新製
品での使用禁止

・ 化学物質含有調査実施
とDB化 ×

・ 新製品2点実施したが、既存品につ
いては進展無し

・ 電子機器類の外注先調査、
代替検討 ・化学物質含有調査実施 △ ・調査を行ったが、対応品は無い

TDC 分別設計の推進 ・ 机、回転いす、収納家具、
棚の完全対応

・製品の省資源化
・製品の長寿命化
・再利用化

・ 新製品企画時に該当製
品をチェック ○ ・4テーマ実施

調達、
物流

長期滞留在庫の削減 ・ 在庫金額を2003年度比
10%削減

・陳腐化商品の予備軍で
あり、廃却対象になって
環境負荷が増大するこ
とを防止する

・ 対象商品はシステム的
に発注停止し、必要数
のみ発注する

△ 2003年度比7%減

有切商品在庫の削減 ・ 在庫金額を2003年度比
10%削減

・売りやすい価格設定
・商品価格情報提供 ◎ 2003年度比56%減

中止商品廃棄の削減
2005年度の廃棄量を次年
度中止決定時の在庫金額
の20%以下にする

廃棄による環境負荷の
削減

・売りやすい価格設定
・商品価格情報提供 ◎ 中止決定時在庫金額の12%

保管・輸送上での不適
合品発生の削減 2003年度比5%の削減

・ 保管・荷役：商品積み
付基準、フォークリフト
操作基準、手荷役時の
基準遵守
・ 輸送：商品積み付基準、
納品時の作業基準遵守

○ 2003年度比6%削減

環境系
事業
（新川
オフィス）

重要文書処理システム
の契約拡大

新規契約数2003年度比
140%

紙のリサイクル促進 ・ 営業活動での提案およ
び契約活動 ◎

2003年度比1,757%
（背景：個人情報保護法開始）

グリーン購入法適合商
品の拡販

販 売 金 額2003年 度 比
105%

環境負荷低減 営業活動 ○ 2003年度比106%
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4.環境監査
●目的
当社では、第一者監査（内部監査）、第二者監査（外部監査）の
実施と第三者監査（外部審査機関による監査）により、EMSを監
視する体制を取っています。これらにより、環境マネジメント
システムが検証され、適正に維持・運用されていることを確認
します。

●第一者監査（内部監査）
社内全関係部門の取り組み状況を監査する、第一者監査を計

画的に実施しています。監査は、環境管理責任者が認定した49
名の内部監査員により実施されます。
監査の質の維持・向上を図るため、内部監査員に対し、計画

的な教育を実施しています。

●第二者監査（外部監査）
商品の製造、物流（保管、輸送、引き渡し）、施工を委託する
取引先やビル管理を委託する取引先に対し、第二者監査（外部
監査）を計画的に実施しています。この監査により、当社が委託
する事業活動の環境保全の実態を把握・評価し、その活動・製品・
サービスに不適合があれば是正を行い、環境保全の維持・改善
を図っています。
■外部監査実施件数（最近5年間）

期　間 件数（社）
2001年 2001年7月21日～2002年7月20日 38

2002年 2002年7月21日～2003年7月20日 25

2003年 2003年7月21日～2004年7月20日 23

2004年 2004年7月21日～2005年7月20日 22

2005年 2005年7月21日～2006年7月20日 16

●第三者監査（外部審査機関による監査）
内田洋行の環境マネジメントシステムがISO14001の要求事
項に適合しているか、適切に維持・運営されているか検証を行
う第三者監査（外部審査機関による監査）を受け、認証を取得し
ています。

5.環境教育
当社では、各部門で教育計画を立案し、それを実施して全社
員の啓発を行っています。また、内部監査員や新入社員に対し
ては、別に外部研修機関の活用も含む研修を実施してEMSの徹
底を図っています。
さらに、全従業員が地球環境問題について認識し、自らの業
務や作業が環境に与える影響について学び、地球環境保全活動
に関し、絶えず高い意識を持ち続け、企業活動の中で実践して
いくように、昨年より「e-ラーニング」による教育を導入しました。
今期間中、e-ラーニング「環境教育2006年度版」は全従業員、

出向者、一部の関係会社を含めた1,689人を対象に実施しました。

■e-ラーニング「環境教育2006年度版」教育概要
1.標準学習時間4時間
2.コンテンツ：環境問題の基礎知識
　 （提供元：㈱ネットラーニング）+ウチダオリジナル（作成）
3.コース概要

標準学習時間 学習内容
1時間 第1章　地球環境問題
1時間 第2章　わが国における環境問題
1時間 第3章　個人および企業にとっての環境問題
1時間 第4章

　当社の取り組み
　　レッスン1 - ISO14001 
　　　1.1 ISO14001とは 
　　　1.2 ISO14001規格の要求事項の概要
　　　1.3 EMSの全体構成・フレーム 
　　レッスン2 - 環境マネジメントシステム
　　　2.1 当社の環境マネジメントシステム
　　レッスン3 - 当社の方針 
　　　3.1 内田洋行の環境方針
　　レッスン4 - 組織/環境目的・目標
　　　4.1 EMS適用範囲
　　　4.2 環境目的・目標 
　　レッスン5 _ レビュー
　　　5.1 環境委員会/サイト環境委員会 
　　　5.2 マネジメントレビュー（経営層による見直し）
　　レッスン6 - 環境活動
　　　6.1 環境マネジメント活動（内部監査・外部監査の実施）
　　　6.2 環境価値創造活動 
　　　6.3 環境保護活動
　　　　6.3.1 紙使用量の削減
　　　　6.3.2 電気使用量の削減 
　　　　6.3.3 カタログのリサイクルシステム
　　　　6.3.4 物流工程における活動
　　　　6.3.5 その他の活動
　章のまとめ
　テスト _ 当社の取り組み

■監査システムの概念図

取引先

外部審査機関

第二者監査

第三者監査

内田洋行

第一者監査

内部監査員

社内 関係部門

外部監査員

内部監査風景 外部監査風景

内部監査員研修

内田洋行
内部監査員

内田洋行
関係部門すべて監査

内田洋行
外部監査員 取引先

監査

外部
監査機関

内田洋行の
環境マネジメントシステム監査
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Environmental Report
UCHIDA
2006 環境コミュニケーション7.

【アスベスト（石綿）】
2005年夏にアスベスト（石綿）による健康被害が社会問題化しました。
当社製品では、1990年代にアスベストの使用をほとんど中止していましたが、耐火金庫
や理科実験機器の一部に使用を続けているものがありました。
石綿は、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれており、飛散す

る可能性がなければ危険性はありません（厚生労働省 相談等の内容及び回答の事例 2005
年8月5日より引用 http：//www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/dl/h0805-1b.pdf ）。当社
製品に使用されているアスベストは、結合材により繊維が固定されている、法的規制の無
い「パッキン材、シール材」ですので、通常の使用状態であれば空気中へ飛散する可能性は
低いと考えています。
しかし、ユーザー様への正確な情報提供は製品供給者の義務であると考え、過去30年間
までさかのぼって製品へのアスベスト使用を調査し、その結果をホームページで告知しま
した（http：//www.uchida.co.jp/asbest/index.html）。なお、製品へのアスベスト使用は2005年12月までにすべて中止しています。

社内、社外からの環境に関する情報が円滑に伝わるように、
環境コミュニケーションシステムを構築しています。このシス
テムにより、情報伝達の窓口や責任部門、手順等を明確にして、
確実かつ迅速なコミュニケーションを可能にしています。
期間中にお客様から環境に関してのお問い合わせを185件い

ただきました。その8割以上が製品の環境情報になります。製品
からのVOC（揮発性有機化合物）放散状況の情報請求は減少傾向
にありますが、RoHS指令対象物質の含有についての情報請求が
増えています。当社では、製品の環境情報のデータベースを整
備し、お問い合わせに迅速に回答できるよう努めています。
なお、法的要求に対する違反、事故、苦情はありませんでした。

2000年 2001年1999年 2002年 2003年 2004年

28件 27件

200
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0

31件 26件

159件
151件

2005年

185件

講演・説明
1％

製品の環境情報
86％

調査・アンケート
13％

社外（お客様、地域住民、諸官庁
お取引先、株主、関係会社）

社内
（情報発信部門）

関連部門

環境情報伝達責任者

情報受理部門

システム管理責任者

サイト管理責任者

要回答

是正処置

要是正・予防

商品企画部門

総務部門

物流管理部門

営業部門

サイト管理責任者

調達部門

環境対策部門

商品関連　製造外注先との商品関連

執務環境関連　対諸官庁・地域住民等　対ビル管理会社等

物流業務関連　対物流外注先

営業業務関連

社内EMS関連

製造外注先との調達関連

社外全般とのEMS関連

伝達

是正処置記録欄作成

回答

回答記録欄作成

「環境是正処置報告書」
受入記録欄作成

「環境情報受入・回答記録」
受入記録欄作成

■回答例

■環境情報伝達体制

■お問い合わせの内訳（2005年）

■お問い合わせの件数
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2006 製品・サービスにおける環境保全への 貢献8.

【製品カタログに表示している環境ラベル】

グリーン購入法適合商品
（社）日本オフィス家具協会（JOIFA）が「国等によ
る環境物品等の調達の推進に関する法律（グリー
ン購入法）」の普及と識別を目的として制定した
統一マークで、グリーン購入法に適合している
ことを示しています。

ウチダ環境マーク
環境保全という見地から、ウチダ独自の製品ア
セスメント基準に照らし、設計・製造・流通・使用・
廃棄のライフサイクルにおいて、一定の基準を
満たしたものと認めた商品に付与しています。

JEMA学校教材・教具安全基準適合品
学校教材・教具で、製品からの有害物質（学校環
境衛生の基準対象の6物質：ホルムアルデヒド、
トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エ
チルベンゼン、スチレン）の放散が（社）日本教材
備品協会（JEMA）の定める基準以下であることを
示しています。

1.製品のライフサイクルにおける環境負荷低減

内田洋行は、お客様に提供する製品・サービスのライフサイクルにおける環境負荷低減のために、
様々な取り組みを行っています。

製造

流通リサイクル

使用

製品の
ライフ
サイクル

リデュース設計（P.15）
リサイクル設計（P.15）
再生材料の使用（P.15）
間伐材の使用（P.16）

分別設計・素材表示 素材表示

梱包材回収・リサイクル（P.22）
返品商品のリユース（P.23）
使用済み製品のリサイクル（P.22）

使用済み製品のリサイクル カタログリサイクル

物流体制の整備（P.22）
圧縮天然ガス車の導入
エコドライブの推進（P.22）

天然ガス車 産業廃棄物専用収集車

省エネルギー（P.20）
廃棄物の削減（P.20）
汚染防止（P.21）

廃液ゼロを実現するドラムドライヤー ウチダ・エコ・リゾートファクトリー

リデュースの視点で製品本体が長期使用できるよう、
構造を工夫しています。

シート交換 着脱式表面パネル

廃棄

設計

適正処理（P.22）
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2.環境に配慮したものづくり
循環型社会を形成するために重要な、リデュース、リサイクル、省資源に配慮した設計を行っています。

（1）リデュース設計（廃棄物を減らす工夫）
長寿命化（ロングライフ）・・・長く使うことにより、廃棄物を減らすことができます。

（2）リサイクル設計（解体・分別しやすくする工夫）
分別設計・・・廃棄するときに解体・分別できる設計をしています。

（3）再生材料の使用・・・省資源、リサイクルシステムを動かす
再生材料を使用すると、その材料を新規に生産するときと比べ、消費する資源・エネルギーを減らすことができます。しかし、無
理なリサイクルは、全体としての環境負荷を増すことがあるので注意が必要です。
また、再生材料を使用することにより、リサイクルシステムの維持に貢献できます。

ドライバーだけで解体可能です。

チェアの背座クッショ
ンを工具無しで取り外
せます。

パーティションの表面
のパネル交換

パーティションの表面の
パネル交換

組み替え、パーツ追加で使い続け
ることができます。

チェア デスク 分離が可能なメラミン化粧板（デスク天板） 背座、張り地にPP使用 樹脂部分の素材表示

回収ペットボトル PET綿 いす用クロス

破砕片 ペレット デスク用ペントレー

ボックスファイル

ファイル

パーティションのパネル芯材

リサイクルしやすい材料の使用と樹脂部品の素材表示
製品に使用する材料に、スチール、アルミなどの金属や、ポリエチレン、ポリプロピレン（PP）などのオレフィン系樹脂を積極的
に採用しています。また、樹脂部品は材質が見分けにくいため、素材表示を行っています。

傷みやすい部品を簡単に交換 機能を変えられる 誰でも解体できる～必要にあわせてアップデートできる～
～頻繁な組織変更や移設が可能～
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8. 製品・サービスにおける環境保全への貢献
Environmental Report UCHIDA 2006

【間伐】
人工的に植林する場合、生育を邪魔する雑草や雑木が生えないように

するとともに、太さの均一な木にするため、多くの苗木を隙間なく植え
ます。
こうして、隙間なく植林される人工林では、15～20年くらい経つと、
混み合ってきて十分な生育ができなくなります。そこで、間伐（間引き）
することより本数を減らして水分、養分や日光が十分行き渡るようにし
ます。このとき間伐された木材を間伐材といいます。
間伐をしないと、成長の不十分な木が密集してしまい、日光が地面に
届きにくくなり、下草が生えず、保水能力が無くなるなど森林の環境保
持力が低下し、洪水や土砂の流出、生物種の減少の原因となります。
間伐材の用途減少や木材価格の低迷から、日本国内では間伐されない
森林が増えています。

（4）間伐材の使用・・・省資源、森林の育成

（5）室内空気環境保全
シックハウス症候群の主な原因と考えられる、ホルムアルデヒドの放散が少ない材料の使用に努めています。

【シックハウス症候群】

【ホルムアルデヒドの発生原因】

森林の育成、森林の環境保持力を維持するためには間伐が必要です。当社では、間伐を促進するために、製品への使用に努めてい
ます。製品に使うと、木が吸収した二酸化炭素を、使用期間中蓄え続けることになり、地球温暖化防止に貢献します。

新築や改修した建物に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、め
まいや吐き気、頭痛がする、などの健康影響「シックハウス症候群」が問題
になっています。その原因の一部は、建材や家具、用品などから発散する

ホルムアルデヒドやVOC（トルエン、キシレンその他）などの揮発性の有機
化合物と考えられています。

室内へのホルムアルデヒドの最大の発生源は、内装に多量に使われる合
板やパーティクルボード、フローリングなど木質材で、材料中の樹脂（ユ
リア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂など）から発生します。他の汚
染物質は時間が経つと減衰しますが、このホルムアルデヒドは、時間が経っ
ても放散されますので、放散量が少ない材料（F☆☆☆☆やF☆☆☆の規格）
を選ぶことが肝心です。
（1）製造時の発生
ユリア樹脂は、ユリア（尿素）CO（NH₂）にホルムアルデヒドHCHOを加え、

pHを変えながら加熱して作られます。
新しいときは、反応し損なった遊離ホルムアルデヒドが空気中に放散し

ます。これは時間とともに減っていきますが、木質材料内部にあるため減
衰には時間がかかります。メラミン樹脂やフェノール樹脂では、ホルムア
ルデヒドの配合割合が低く、遊離ホルムアルデヒドの発生はユリア樹脂よ
り少なくなります。
（2）古くなってからの発生
ユリア樹脂は、劣化すると空気中の水分を取込んで加水分解し、ホルム

アルデヒドを発生します。その反応は温度が高いほど分解しやすくなりま
す。メラミン樹脂やフェノール樹脂は結合力が強く、この分解反応はほと
んど起こりません。

杉間伐材の天板
杉間伐材の

平行合板使用

リボス自然塗装

ユニボードピュアM

F☆☆☆☆の木質材

水性印刷インク
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●リサイクルシステム
■重要文書処理システム
・ オフィスなどから発生する重要文書・重要書類を、ECOBOXで１箱から回収し、未開封のまま安全・
確実にリサイクル処理します。
・ ECOBOXの注文や処理の依頼はすべてインターネットで簡単に行えます。
・ 専用ダンボール箱を含め、内容物はダンボール原紙などへすべてリサイクルされます。
・ 溶解リサイクル処理完了後、確実に処理した証しとなる「溶解処理証明書」を画面で確認し、必要に応
じてプリントアウトすることができます。
・ お客様の環境負荷低減活動に貢献するとともに、セキュリティを確保します。

持続可能な社会をつくっていくためには、次世代を担う子供たちへの環境教育は大変重要です。当社は、環境教育のための教材、
実験器具を開発し、小学校、中学校、高校で行われている「環境についての学習」を支援しています。

●実験器具、体験教材 ●ソフト教材
授業で使いやすいソフト教材を多数、様々な形態で提供して

います。

3.環境教育教材

4.環境負荷低減に貢献するサービス

燃料電池自動車 PETボトルリサイクル標本

アルミ分別実験器 太陽電池学習セット

掛図

ソフト教材

DVD

ビデオ

デジタル
ビデオ
クリップ

PCソフト

パネル

お客様
ご連絡

〈受付・管理〉 〈業務管理〉 〈回収〉 〈溶解リサイクル処理〉

内田洋行 オリックス環境 いわき大王製紙佐川急便
西濃運輸

ECOBOX重要文書回収ボックス

http：//www.uchida.co.jp//ecobox/

ウチダ重要文書処理システム
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Environmental Report
UCHIDA
2006 事業活動における環境負荷低減9.

「物流」からの排出は、ほとんどが使用済み製品になっています。「物流」のリサイクル率は、関東地区では90%を超しますが、関西
地区が低くなっており、今後の改善テーマになっています。

【集計範囲の変更】
今回、集計範囲を一部変更（潮見オフィス）し、過去にさかのぼって再計

算しています。

【算出方法】
環境省「温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度における算定方法・
排出係数一覧」（2006年4月公表）を参考にしましたが、CO2排出係数は、
比較のため改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の排出係数
を参考にしています。

■対象事業所
オフィス：当社全オフィス（地区営業所を除く、本社・支店・支社）
製造拠点：グループ製造企業国内７社、国外１社
物流拠点：グループ物流企業２社
■対象期間
68期（2005年7月21日～2006年7月20日）

●INPUT

物流
67％

オフィス
8％

製造（国内）
25％単位 合計

オフィス 物流 製造（国内） 製造（海外）
廃棄物等総排出量 t 5,570 460 3,695 1,415 89

リサイクル量 t 4,377 307 2,894 1,176 83

リサイクル率 % 79% 67% 78% 83% 93%

■CO2排出量

単位 合計
オフィス 物流 製造（国内）

CO₂排出量 t 17,639 4,505 2,097 11,038

物流
12％

オフィス
32％

製造（国内）
56％

物流
12％

製造（国内）
62％

オフィス
26％

製造 オフィス
活動 物流

※製造（海外）のエネルギー合計、CO2排出量は、単位発熱量と排出係数が不明のため算出していません。

■エネルギー

■廃棄物

●OUTPUT

1.内田洋行グループの環境パフォーマンス
企業は事業活動によって環境に対して負荷を及ぼしています。当社では、
継続して環境負荷を測定し、できる限り削減に努力したいと考えています。

単位 合計
オフィス 物流 製造（国内） 製造（海外）

エネルギー合計 GJ 331,677 106,824 40,366 184,487

購入電力 kWh 18,788,169 8,714,063 1,516,912 8,557,194 1,437,355

灯油 kℓ 33 33

A重油 kℓ 1,959 25 1,934

都市ガス ㎥ 315,015 308,453 6,562

液化天然ガス（LNG） ㎥ 43,112

液化石油ガス（LPG） t 437 437

車両ガソリン kℓ 310 234 27 48 51

車両軽油 kℓ 532 525 7

車両液化天然ガス（LNG） t 83 83

■用紙使用量
単位 オフィス 物流 製造（国内） 製造（海外）

用紙使用量 t
38 9 34

1
合計 81

単位 オフィス 物流 製造（国内） 製造（海外）

水資源投入量 ㎥ 
40,022 3,269 64,786

15,144
合計 108,077

■水資源投入量

■エネルギー使用比率（国内）

■廃棄物排出量比率（国内）

■CO₂排出量比率（国内）
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2.内田洋行オフィスの環境負荷の推移
内田洋行オフィスでの2005年度エネルギー使用量は、2001年度比7%減と
緩やかに減少しています。
都市ガスと水が2003年度減少し、また増加しているのは、2003年の電力不

足対策のための潮見オフィスでのガス吸収式冷温水発生機運転抑制が原因です。
顕著なのは用紙使用量の減少で、2005年度使用量は2000年度と比べ52％
減、質量で42tの紙が削減されました。社内のIT化によるペーパーレス化が進
んでいることを示しています。

●INPUT

【法律への対応（期間中新たに発生した法的要求への対応）】
省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）の2006年4月改正により、

潮見オフィスビルが第二種エネルギー管理指定事業所に該当することになり、東
京都にテナントとして地球温暖化対策計画書を提出しました。

この42tの紙を製造したとすると、70tのCO2が
排出されますので、これを削減したことになり
ます（商品環境情報提供システムCO2原単位表
v.1.2の100%再生紙の係数を使用）。

●OUTPUT

エネルギー合計（GJ）

2002年 2003年2001年 2004年 2005年

115,365

120,000

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

111,398
106,470 106,129 106,824

購入電力（kWh）

2002年 2003年2001年 2004年 2005年

9,281,890

10,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

1,000,000

0

9,039,941
8,762,808 8,676,889 8,714,063

■エネルギー ■購入電力 ■都市ガス

■ガソリン

都市ガス（㎥）

2002年 2003年2001年 2004年 2005年

335,136

350,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

0

309,050

264,299
282,247

308,453

ガソリン（㎘）

2001年 2002年2000年 2003年 2004年 2005年

395

285

400

350

300

250

200

150

100

50

0

266 258 246 234

■水資源投入量
水資源投入量（㎥）

2002年 2003年2001年 2004年 2005年

40,735

45,000

35,000

40,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

38,342 37,490
39,312 40,022

■用紙使用量
用紙使用量（千枚）

2001年 2002年2000年 2003年 2004年 2005年

19,683

16,852

20,000

18,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

16,198

14,006

10,210
9,489

■廃棄物
廃棄物合計（t）とリサイクル率

2001年 2002年2000年 2003年 2004年 2005年

406 416

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

100％

90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％

408

472

425
460

71％ 70％
67％ 69％ 67％ 67％

■CO2排出量
CO2排出量（t）

2002年 2003年2001年 2004年 2005年

4,857
5,000

3,500

4,000

4,500

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

4,690
4,473 4,470 4,505
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9. 事業活動における環境負荷低減
Environmental Report UCHIDA 2006

【カタログリサイクル】
ウチダのカタログはリサイクル対応。回収して再びカタログ等に再生します。
当社では、リサイクルを可能にしたカタログを制作しています。さらに、使用されて不要になっ

たカタログは、新版の配布時に販売店が回収し、それをウチダの商品配送車が引取り、製紙会社で
再生紙等にリサイクルしています。

3.製造工程における取組み
●省エネルギー
■コージェネレーション・システム（江戸崎共栄工業）
総合熱効率80％を実現。
2003年7月からコージェネレーション・システム（熱電供給シス
テム）を導入しました。これは電力と熱（発電の際に発生する熱）を
同時に利用するシステムのことです。従来の発電システムによる総
合熱効率は約35％ですが、このシステムでは70％～80％と極めて
高いのが特長です。発電の際に発生する熱をボイラーに利用するこ
とで、塗装工程や廃水処理、暖房などに有効活用します。この結果、
地球温暖化防止対策としてCO₂削減率7.5％、エネルギーの削減対策
として原油換算削減率8.1％を実現しています。

●廃棄物の削減
■水性塗装リサイクル・クローズドシステム（江戸崎共栄工業）
水性塗装を行い、吹付塗装プロセスにおいて製品に付着しなかっ

た余分な塗料はリサイクルして、再利用しています。
水性塗料では、製品に付着しなかった水性塗料

を回収。濾過装置によって水と分離した後、成分調
整を行い再利用しています。分離した水も再び塗装
水に利用しており、完全なクローズドリサイクルシ
ステムの塗装を実現しています。

■塗装回収物のリユース（江戸崎共栄工業）
粉体塗装では、塗料を付着させてから焼付けしますが、付着しな

かった塗料や、色替えの際に出る、色の混ざった塗料は、今まで産
業廃棄物として廃棄していました。この塗料を、キャビネットの本
体内側に利用することで、産業廃棄物を減少させています。

燃料

発電効率
30～40%

廃熱利用
30～50%

原動機
発電機 電気

熱

塗装ブース 塗料濃縮装置

ウチダ物流センター

ユーザー様ユーザー様

製紙会社

販売店販売店

新しいカタログを配
布する際に古いカタ
ログを回収

カタログなどに再利用

ウチダ物流センター
に集結

商品配送車が
回収

製紙会社リサイクル
工場にて再生

リサイクルシステムリサイクルシステム

リユース塗料を使用した製品例

製品の内側に使用

回収されたカタログ

カタログ回収量（t）

2001年 2002年2000年 2003年 2004年 2005年

47.6

28.1

50

40

30

20

10

0

37.6

43

48.3

38.8
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●汚染防止
大　気

■脱有機溶剤化（江戸崎共栄工業）
有機溶剤を含まない塗料を使用しています。
シンナー、トルエンなどの有機溶剤を使用せず、主に水を溶剤とする水溶性塗料、
全く溶剤を使わない粉体塗料を使用しています。したがって、塗膜硬化時に溶剤が揮
発して大気を汚染することもありません。

■脱有機溶剤化（さくら精機）
1991年から有機溶剤を使用しない粉体塗料への移行を始め、脱有機溶剤化を推進
しています。

■VOC除去装置（さくら精機）
溶剤塗装では、発生したVOC（トルエン、キシレン）、ホルムアルデヒド等を「触媒燃焼式脱臭装置」により酸化分解して、クリーン

なガスにして排出しています。

水　質
■工場廃液ゼロ（江戸崎共栄工業）
水は浄化設備を経由して循環させて再利用しています。最終的な工場廃液は加熱された回

転ドラムによって水分を瞬間蒸発させるドラムドライヤーの採用で「工場廃液ゼロ」を実現し
ています

土　壌　　漏油防止対策
■床のエポキシ塗装、オイル吸収用パッドの設置（ウチダエムケー SDN.BHD）
■防油マットとバキューム装置、防油砂、オイルフェンスの常備（サンテック）

【ウチダ エコ リゾートファクトリー（江戸崎共栄工業㈱）】
ウチダ エコ リゾートファクトリー〔江戸崎共栄工業㈱〕（茨城）は2001
年１月『茨城県リサイクル優良事業所』に認定され、さらに2002年6月に
は『茨城県地球に優しい企業表彰』を受賞いたしました。これは、水性リサ
イクル塗装システムを全国に先駆け1991年から導入することで、廃塗料

の97％（平均）を再利用し、廃棄物の発生抑制に積極的に努めてきたこと
が認められたものです。

VOC除去装置

ドラムドライヤー

『茨城県リサイクル優良事業所』認定証 『茨城県地球に優しい企業』受賞

床のエポキシ系塗装とオイル吸収パッド 防油マットとバキューム装置 防油砂とオイルフェンス
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9. 事業活動における環境負荷低減
Environmental Report UCHIDA 2006

■産業廃棄物収集車
産業廃棄物の適正な処理を行うた

めに、グループ企業の物流会社は産
業廃棄物収集運搬許可を取得してい
ます。収集トラック（パッカー車）に
て倉庫や搬入現場で発生した不要梱
包材を分別回収し、適正な廃棄、再資源化を実施しています。

■通い箱の使用
物流センター拠点間の商品補給にお

いて、事務機器・教育商品を中心に通
い箱（オリコン通い箱）を活用し、不要
な梱包材を発生させない運用を行っています。

■発泡スチロールのリサイクル
回収した発泡スチロールは物流セン
ターで減容機によって圧縮固形化し、
原料リサイクルに利用しています。

■リサイクルプラスチックパレット
物流センターで使用するパレットを
木材からリサイクルプラスチック製に
変更し、木材の消費を抑制しています。
木製と比較すると、パレット寿命も長
いことから費用削減効果にもつながっ
ています。

■使用済み製品のリサイクル
お客様から引き取った使用済みの下取り
品・不要機器などは物流センターで分解し再
利用への活動を行っています。再資源となる
鉄・アルミニウムなどの金属類、梱包資材の
紙類・助燃剤として燃焼代替エネルギーにな
るプラスチック類を分別しています。

4.物流工程における取組み（物流体制の整備）

5.製品使用後における取組み

■韓国釜山
釜山新港CFS（Container Freight 

Station：コンテナ物流倉庫）内にグ
ローバルな調達・物流拠点を開設しま
した。輸入品の調達・物流を手始めと
し、組み立て加工・検品など付加価値のある業務へと進め、グロー
バルなサプライチェーンの全体最適を図る要とする計画です。

■江戸崎倉庫
製造拠点内に物流拠点を設けました。在庫の効率化と川上か

らの直送能力向上による物流効率化を図ります。

■大阪物流センター
高機能な新施設に移転しました。

■使用済み製品のリサイクル状況（2005年度）

●輸送における環境配慮
■圧縮天然ガス車の導入
配送用ディーゼルトラックの排気ガスを削減するために、順

次CNG（圧縮天然ガス）トラックの導入を進めています。2006
年7月20日現在 19台。

■エコドライブの推進
デジタルタコグラフの導入により、ドライバーに速度オーバー
や急発進・急加速等を警告します。またデータによりドライバー
の特性を把握することで、安全で経済的な運行管理を行ってい
ます。長時間のアイドリングや非経済的な運行を制御すること
でCO₂の排出が抑えられ、燃費も向上し、物流部門における環
境負荷低減に貢献しています。

●梱包材回収・リサイクル

●物流効率化

使用済み製品

リサイクル合計
2,853t

焼却
675t

埋立
124tダンボール  1,623t

金属類（鉄・アルミ）  1,114t
プラスチック類  116t
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6.オフィスにおける取組み
●オフィスでは、次のような環境負荷低減活動を、環境マネジメントプログラムに沿って実施しています。

■アスベスト除去工事
新川本社ビルにおいて、天井裏の一部にアスベストが吹付け

られていることが判明しました。室内空気中のアスベスト濃度
は大気汚染防止法や労働安全衛生法の基準値を大きく下回りま
したが、将来ともアスベストに暴露しない環境とするため、ア
スベスト除去工事を行っています。工期：6月～12月（予定）

■返品商品のリユース
当社の受注ミスなどによる返品商品
のうち、商品自体に損傷のない場合は
再梱包を行い新品再生しています。ま
た新品再生が不可能な場合でも再販可
能なものは販売を行います。リユース
できるものは極力リユースを行い、産業廃棄物の発生を抑えて
います。

■使用済みパソコンのリユース・リサイクル
当社では、全国のパソコンリサイクル処理業

者と業務提携し、パソコンを分解し分別処理を
行い資源化しています。また、情報漏洩防止に
も取組んでおり、分別された情報記憶媒体につ
いては破壊することを処理業者に指示していま
す。リユースについても、専門業者との連携を
行い、有効活用を行うようにしています。

■「ごみ減量優良建築物」賞
大阪市ではごみ減量と適正処理をすすめるために「大阪市廃

棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関す
る条例」、「同規則」により責務が定められており、廃棄物の減量
推進と再資源化の促進が厳しく求められています。
大阪支店では立入検査の結果にもとづいて、2004年度も「ご

み減量優良建築物」賞を受賞、さらに5年連続の受賞となり大阪
市環境事業局長より「感謝状」をいただきました。

リサイクルボックス

電気使用量の削減（照明スイッチ）

電気使用量の削減（パソコン）

廃棄物

電気
ガソリン

紙

減量化の促進
（分別回収の徹底、リサイクルの推進など）

使用量の削減
（資料の削減、裏紙使用、
分別回収の徹底など）

使用量の削減（アイドリングストップなど）
低公害車導入の実施

使用量の削減
（ON/OFFの徹底）



24

Environmental Report
UCHIDA
2006 ユニバーサルデザイン10.

見やすいように特に配慮した商品、
または手で触れたり音で確認でき
る商品

耳が不自由でも操作しやすいよう
に配慮した商品

車椅子の人でも使用しやすいよう
に配慮した商品

左手でも操作しやすいように配慮し
た商品

少ない力で操作できるように配慮し
た商品、または片手で操作できる
ように配慮した商品

体格の個人差や個人差による姿勢
の違いに配慮した商品

妊娠している人でも使用しやすい
ように配慮した商品

外国人でも使用しやすいように配慮
した商品

利用者のアレルギー等に配慮した商品
（防ダニ・VOC対策含む）

子どもの安全に特に配慮した商品
（抗菌・防ダニ・VOC対策含む）
［主に教育向け］

UDの学習を支援する商品
［主に教育向け］

2001年からUD（ユニバーサルデザイン）自社認
証を開始し、これまでにオフィス系商品500点、
教育系商品350点をUD商品と認定しています。

ユニバーサルデザイン（共用品）とは

ひとりでも多くの人が使えるように、だれもがもっと使いやすくなるように。 

からだが弱い、妊娠中である、左利きである、視力が弱い、聴力が
弱い、車椅子に乗っているなどあらゆる身体的特性を「個性」のひ
とつと捉え、その「個性」を持つ最大限すべての人が同じ物、同じ
状況の中で自然に活動するという視点に立って配慮・設計された
製品やサービスのことです。

左利きの人

女性 男性

聴覚の弱い人

力の弱い人

子ども

外国人

妊産婦

車椅子に乗った人

視覚の弱い人

ユニバーサルデザイン
（共用品）の環境
すべての人が平等に
自由に活動できる世界

視覚障害配慮

聴覚障害配慮

車椅子配慮

左手操作

少ない力・片手操作

体格・姿勢配慮

妊産婦配慮

外国人配慮

衛生・アレルギー配慮

子どもの安全

学習支援

より多くの人にやさしい製品・環境にするために
11のポイントを設定し、それぞれに基準※を設けました。
基準をクリアした製品には　　を付けています。

※著名なユニバーサルデザイン推進者である鴨志田
デザイン事務所代表鴨志田厚子氏の監修のもとに
当社独自の基準を設定しております。

POINT

1

POINT

2

POINT

3

POINT

4

POINT

5

POINT

6

POINT

7

POINT

8

POINT

9

POINT

10

POINT

11
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ソフト面でのUD対応

案内表示でのUD対応

大学と共同でUD基準策定

●画面は見易く、使い易く（Webユーザビリティ向上&操作性向上）
製品本体（ハード）へのUD対応だけでなく、ソフト面においてもUD対応する
事により、機器・システムをほんとの意味で使い易いモノにしようと努めてい
ます。

●行き先案内はわかり易く（建物内のサイン計画）
連結子会社のパワープレイス㈱（※1）において、建物内の案内表示（サイン計画）

におけるUD対応を進めています。
文字書体・大きさ、色、コントラスト、表示位置、表示広さ、等、さまざま

な角度から実験し評価を重ねて、より多くの人にわかり易い案内表示の実現に
取組んでいます。

●学生の柔軟な発想によるUD対応
5年ほど前から大学のUD研究を支援しており、UD基準の定義、データベース
整備をサポートしてきました。
今年は、学生の柔軟・純粋な発想によって『教育ユニバーサルデザインガイド

ライン』を策定する事ができ、その上、内田洋行の商品化力とのコラボレーショ
ンにより、UD教材を2点、世に送り出す事ができました。

（※1）パワープレイス㈱
ユニバーサルデザインに配慮した空間設計に取組んでおり、デザインの過程で検
証・評価まで行うことで、本当に使いやすい空間づくりを実現しています。

左利きの人

女性 男性

聴覚の弱い人

力の弱い人

子ども

外国人

妊産婦

車椅子に乗った人

視覚の弱い人

ユニバーサルデザイン
（共用品）の環境
すべての人が平等に
自由に活動できる世界

提案支援ツール 機器の操作画面

（お茶の水・井上眼科クリニック様）
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UCHIDA
2006 企業市民活動11.

1.地域社会貢献

【大阪支店イベント『クリーンおおさか2005参加と舞洲工場見学』】
2005年11月5日『クリーンおおさか2005』に参加した後、大阪市の最新のごみ焼却・破砕施設である舞洲工場を見学しました。

当社グループは、「地域社会との共生・協調」という理念のもと、環境保全活動に取り組む企業グループとして、企業と従業員の社
会参加を通した社会貢献活動を企業活動の1つとして捉え、地域社会への貢献に取り組んでいます。

従業員による清掃活動などのボランティア活動を通して、地域社会への環境美化に貢献しています。例えば、潮見オフィス、北海
道支社、九州支社、ならびに連結物流子会社では、各事業所の周辺ならびに道路のゴミ収集および清掃を行っています。収集される
ゴミには、放置冷蔵庫、放置自転車部品、自動車用タイヤなどの大きなものから、タバコの吸殻、ガム、ロープ、紙ゴミ、金属くず
にいたるまで、多種多様のものがあります。これら活動を通じて、当社グループ従業員ならびに地域住民、地域企業の方々への美化
意識の向上に寄与できればと願っています。

●清掃・美化活動

●その他
東京都においては、①企業が地域ベースで団結し、反社会的勢力との関係を遮断するために活動している「（社）警視庁管内特殊暴

力防止対策連合会」の理事就任、②交通安全思想の普及、啓発、交通事故防止の徹底のために活動する「中央交通安全協会」の会長就
任など、役員自らが警察関係や消防関係など官公庁・公共団体の要職に就き、積極的に協力しています。
また、地元主催のお祭りやイベントなどへ積極的に参加するなど、地域との交流にも努めています。

北海道支社 潮見オフィス 九州支社

オリエント・ロジ
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2.環境教育のための活動
●宮崎県日向市立富高小学校のまちづくり課外授業　グッドデザイン賞受賞
昨年紹介した、宮崎県日向市立富高小学校のまちづくり課外授
業において製作された「移動式夢空間」が2005年度のグッドデザ
イン賞（新領域部門）を受賞しました。

【昨年の紹介記事】
宮崎県日向市の子供達と当社デザイナーが一緒に行った、日本中ど

こでもやっていない課外授業の様子です。地場の杉材を使って自分達
の夢空間を作り、実際に街で使ってみる、という試みに参加しました。
子供達がふるさと日向を再発見し、愛し、誇りを持ち、夢を形にする
事のお手伝いをするつもりが、たくさんのことを教えて貰いました。

3.発明考案募集
全国の学校の先生方の考案した教材に対し、「発明考案品懸賞
募集」を行っています。優秀な作品に対して賞金または賞品等を
授与して、先生方の研究活動を支援し、商品化のお手伝いも行っ
ています。昭和32年から毎年続けられています。

4.学びの場.com
教員・保護者の方をはじめ、教育に興味のある全ての方への情

報提供と相互交流を支援する教育コミュニティサイトです。「い
い学校」「いい教育」「いい授業」づくりを支援するため、すぐれ
た指導法や教材、ユニークな学校の試みなど様々な教育関連情報
を紹介しています。会員は約42,000名（2006年10月現在/登録・
利用は無料）。運営は、企業内研究所である「教育総合研究所」が
行い、会員の方を対象にしたアンケート調査などにより、教育現
場の最新の状況や課題についても研究・公開しています。

http：//www.manabinoba.com/

審査風景
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2006 環境・社会活動年表12.

年 環境法規【抜粋】 各種認証取得・表彰 環境活動 主な環境商品 社会活動
1968 ・大気汚染防止法

1991

～

1992

・リサイクル法 ・ 水性塗料リサイクルシステム導入（江戸崎共栄工業） 
粉体・水性・電着塗装の揮発性有機溶剤を含まない環
境対応塗料を採用。 【VOC対策開始】【⇒P.20】
・ ドラムドライヤー導入による工場排液ゼロ達成（江戸
崎共栄工業）【⇒P.21】

・収納家具SU-Ⅱ（水性・粉体塗料：VOC対策）

1993
・環境基本法 ・ISO9001：PFU ・オフィス家具の樹脂部材の素材を表示 ・コアチェア（素材表示）

1994
・ オフィス家具の分別設計を実施し、簡易分別可能なリ
サイクル型商品「ジャスト」シリーズを開発

・ジャストパネル・デスク・チェア（分別設計）

1995
・容器包装リサイクル法 ・ 抗菌性処理（MRSAや黄色ブドウ球菌などの細菌類の

増殖を抑制する）を施した商品を開発。
・キャンティーンMS（抗菌材） ・クリーンナップ活動（地域貢献活動）開始

1996
・ISO9001：内田洋行潮見オフィス
・ ISO14001：PFU

・グリーン購入ネットワーク（GPN）会員登録 ・スモーキングステーション（空気清浄）

1997
・ 新エネルギー利用等促進に関す
る法律

・ISO9002：ウチダエムケー ・ウチダ製品アセスメントを実施。【⇒P.7】
・ 環境対策ガイドライン、環境商品選定チーム発足

1998
・地球温暖化対策の推進に関する
法律

・ISO9001：さくら精機 ・JOIFAグリーン購入ガイドラインの作成
・ 開発事業部環境対策ガイドライン（第1版）を作成
　環境指針と8つの行動指針を実行開始

・再生PETのジャストパネル（再生材）

1999
・ ISO9001：江戸崎共栄工業、オフィスブレイン
・ ISO9002：陽光
・ ISO14001：内田洋行潮見オフィス

・スラグを活用したシステムフロアNA（再生材） ・個人情報保護方針を策定

2000

・グリーン購入法
・ 循環型社会形成推進基本法

・ ISO9001：ウエダコンピュータシステム、オリエント・ロジ、マービー
・ ISO14001：ウエダコンピュータシステム、ウチダエムケー、江戸崎
共栄工業、さくら精機
・ プライバシーマーク：内田洋行
・ 大阪市「ゴミ減量優良賞」 大阪支店【1回】

・CNG天然ガス車導入を開始【1台】【⇒P.22】
・ 環境報告書（vol.1）を発行開始
・ 第1回仕入先環境会議実施
・ ウチダカタログリサイクル開始

・接着剤不使用のNeXチェア（分別設計）
・ ビオトープ（環境教育）

・プライバシーマークを取得（商社業界初）

2001

・PRTR法
・ 資源有効利用促進法
・ 自動車NOx・PM法

・ ISO9001：UIT、ウチダテクノ、エス・アイ・ユゥ
・ ISO9002：ウチダエスコ
・ ISO14001：ウチダテクノ
・ プライバシーマーク：ウチダデータ
・ 大阪市「ゴミ減量優良賞」 大阪支店【2回】

・環境報告書（vol.2）を発刊
・ CNG天然ガス車導入【5台追加、計6台】
・ 環境対策室設置

・間伐材使用の角椅子（間伐材） ・UD（ユニバーサルデザイン）認証を開始
　【教育系商品313点】

2002

・RoHS指令（EU） ・ ISO9001：ウチダユニコム、キャビン工業、サンテック、東北ユーザッ
ク
・ ISO14001：内田洋行大阪支店・北海道支社・九州支社、東京ウチ
ダシステム、陽光
・ 「茨城県地球に優しい企業」表彰 江戸崎共栄工業
・ 大阪市「ゴミ減量優良賞」 大阪支店【3回】

・環境報告書（vol.3）を発刊
・ CNG天然ガス車導入【3台追加、計9台】
・ パソコンのリサイクルによる再資源化を開始 【⇒P.23】
・ 化学物質ガイドライン策定チームにより、ウチダ化学
物質総覧を作成【1,037物質を選定】

・ D-MOLO（ロングライフ）

・ UD（ユニバーサルデザイン）認証を開始
　【オフィス系商品450点】

2003

・ 学校環境衛生基準改訂
・ 建築基準法改訂
・ 環境保全・環境教育推進基本法
・ 個人情報保護法

・ISO9001：太陽技研
・ ISO14001：ウチダエスコ、オリエント・ロジ、サンテック、滋賀ウ
チダ、太陽技研

・環境報告書（vol.4）を発刊
・ CNG天然ガス車導入【6台追加、計15台】
・ コージェネレーションシステム導入（江戸崎共栄工業）
【⇒P.20】
・ 「室内空気環境測定システム」を製品化

・分別可能メラミンとUD対応のFEEDデスク（分別設計・UD）
・ CASTチェア（分別設計・再生材）

・プライバシーマークの社員研修を実施
　（e-ラーニング：1,465名修了）
・内田洋行グループ行動規範発行

2004

・学校環境衛生基準改訂 ・ISO9001：ウチダエスコ
・ ISO14001：内田洋行新川本社、北海ウチダ、マービー
・ プライバシーマーク：ウチダエスコ、ウエダコンピュータシステム、
東北ユーザック
・ ISMS：UIT

・環境報告書（vol.5）を発刊
・ CNG天然ガス車導入【3台追加、計18台】
・ ウチダ製品アセスメントを改訂 ・光触媒のシステムウオールET（抗菌・消臭）

・ ミーティングチェアMX-50（分別設計）

・プライバシーマークの社員研修を実施
　（e-ラーニング：1,565名修了）

2005
・大気汚染防止法改正（VOC） ・プライバシーマーク：エス・アイ・ユゥ

・ ISMS：ウチダエスコ
・環境報告書（vol.6）を発刊
・ ウチダ環境パートナーシップ活動指針作成
・ ウチダ環境通信発信開始

・システム収納STシリーズにユニボードピュア採用【⇒P.16】
・ 重要文書回収ボックス（リサイクル）【⇒P.17】
・ ロビーチェアUT-9（VOC）

・環境教育の社員研修を実施
　（e-ラーニング：1,424名修了）

2006

・ グリーン購入法改正（原木伐採合
法）
・ 省エネ法改正（荷主、運送）
・ 地球温暖化対策推進法改正
・ 廃棄物処理法施行令改正

・環境報告書（vol.7）を発刊
・ ウチダ環境パートナーシップ活動指針改訂
・ ウチダ製品アセスメントを改訂
・ CNG天然ガス車導入【1台追加、計19台】

・i-deck WF（分別設計） ・環境教育の社員研修を実施【⇒P.12】
　（e-ラーニング：1,574名修了）
・内田洋行グループホットライン開設
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年 環境法規【抜粋】 各種認証取得・表彰 環境活動 主な環境商品 社会活動
1968 ・大気汚染防止法

1991

～

1992

・リサイクル法 ・ 水性塗料リサイクルシステム導入（江戸崎共栄工業） 
粉体・水性・電着塗装の揮発性有機溶剤を含まない環
境対応塗料を採用。 【VOC対策開始】【⇒P.20】
・ ドラムドライヤー導入による工場排液ゼロ達成（江戸
崎共栄工業）【⇒P.21】

・収納家具SU-Ⅱ（水性・粉体塗料：VOC対策）

1993
・環境基本法 ・ISO9001：PFU ・オフィス家具の樹脂部材の素材を表示 ・コアチェア（素材表示）

1994
・ オフィス家具の分別設計を実施し、簡易分別可能なリ
サイクル型商品「ジャスト」シリーズを開発

・ジャストパネル・デスク・チェア（分別設計）

1995
・容器包装リサイクル法 ・ 抗菌性処理（MRSAや黄色ブドウ球菌などの細菌類の

増殖を抑制する）を施した商品を開発。
・キャンティーンMS（抗菌材） ・クリーンナップ活動（地域貢献活動）開始

1996
・ISO9001：内田洋行潮見オフィス
・ ISO14001：PFU

・グリーン購入ネットワーク（GPN）会員登録 ・スモーキングステーション（空気清浄）

1997
・ 新エネルギー利用等促進に関す
る法律

・ISO9002：ウチダエムケー ・ウチダ製品アセスメントを実施。【⇒P.7】
・ 環境対策ガイドライン、環境商品選定チーム発足

1998
・地球温暖化対策の推進に関する
法律

・ISO9001：さくら精機 ・JOIFAグリーン購入ガイドラインの作成
・ 開発事業部環境対策ガイドライン（第1版）を作成
　環境指針と8つの行動指針を実行開始

・再生PETのジャストパネル（再生材）

1999
・ ISO9001：江戸崎共栄工業、オフィスブレイン
・ ISO9002：陽光
・ ISO14001：内田洋行潮見オフィス

・スラグを活用したシステムフロアNA（再生材） ・個人情報保護方針を策定

2000

・グリーン購入法
・ 循環型社会形成推進基本法

・ ISO9001：ウエダコンピュータシステム、オリエント・ロジ、マービー
・ ISO14001：ウエダコンピュータシステム、ウチダエムケー、江戸崎
共栄工業、さくら精機
・ プライバシーマーク：内田洋行
・ 大阪市「ゴミ減量優良賞」 大阪支店【1回】

・CNG天然ガス車導入を開始【1台】【⇒P.22】
・ 環境報告書（vol.1）を発行開始
・ 第1回仕入先環境会議実施
・ ウチダカタログリサイクル開始

・接着剤不使用のNeXチェア（分別設計）
・ ビオトープ（環境教育）

・プライバシーマークを取得（商社業界初）

2001

・PRTR法
・ 資源有効利用促進法
・ 自動車NOx・PM法

・ ISO9001：UIT、ウチダテクノ、エス・アイ・ユゥ
・ ISO9002：ウチダエスコ
・ ISO14001：ウチダテクノ
・ プライバシーマーク：ウチダデータ
・ 大阪市「ゴミ減量優良賞」 大阪支店【2回】

・環境報告書（vol.2）を発刊
・ CNG天然ガス車導入【5台追加、計6台】
・ 環境対策室設置

・間伐材使用の角椅子（間伐材） ・UD（ユニバーサルデザイン）認証を開始
　【教育系商品313点】

2002

・RoHS指令（EU） ・ ISO9001：ウチダユニコム、キャビン工業、サンテック、東北ユーザッ
ク
・ ISO14001：内田洋行大阪支店・北海道支社・九州支社、東京ウチ
ダシステム、陽光
・ 「茨城県地球に優しい企業」表彰 江戸崎共栄工業
・ 大阪市「ゴミ減量優良賞」 大阪支店【3回】

・環境報告書（vol.3）を発刊
・ CNG天然ガス車導入【3台追加、計9台】
・ パソコンのリサイクルによる再資源化を開始 【⇒P.23】
・ 化学物質ガイドライン策定チームにより、ウチダ化学
物質総覧を作成【1,037物質を選定】

・ D-MOLO（ロングライフ）

・ UD（ユニバーサルデザイン）認証を開始
　【オフィス系商品450点】

2003

・ 学校環境衛生基準改訂
・ 建築基準法改訂
・ 環境保全・環境教育推進基本法
・ 個人情報保護法

・ISO9001：太陽技研
・ ISO14001：ウチダエスコ、オリエント・ロジ、サンテック、滋賀ウ
チダ、太陽技研

・環境報告書（vol.4）を発刊
・ CNG天然ガス車導入【6台追加、計15台】
・ コージェネレーションシステム導入（江戸崎共栄工業）
【⇒P.20】
・ 「室内空気環境測定システム」を製品化

・分別可能メラミンとUD対応のFEEDデスク（分別設計・UD）
・ CASTチェア（分別設計・再生材）

・プライバシーマークの社員研修を実施
　（e-ラーニング：1,465名修了）
・内田洋行グループ行動規範発行

2004

・学校環境衛生基準改訂 ・ISO9001：ウチダエスコ
・ ISO14001：内田洋行新川本社、北海ウチダ、マービー
・ プライバシーマーク：ウチダエスコ、ウエダコンピュータシステム、
東北ユーザック
・ ISMS：UIT

・環境報告書（vol.5）を発刊
・ CNG天然ガス車導入【3台追加、計18台】
・ ウチダ製品アセスメントを改訂 ・光触媒のシステムウオールET（抗菌・消臭）

・ ミーティングチェアMX-50（分別設計）

・プライバシーマークの社員研修を実施
　（e-ラーニング：1,565名修了）

2005
・大気汚染防止法改正（VOC） ・プライバシーマーク：エス・アイ・ユゥ

・ ISMS：ウチダエスコ
・環境報告書（vol.6）を発刊
・ ウチダ環境パートナーシップ活動指針作成
・ ウチダ環境通信発信開始

・システム収納STシリーズにユニボードピュア採用【⇒P.16】
・ 重要文書回収ボックス（リサイクル）【⇒P.17】
・ ロビーチェアUT-9（VOC）

・環境教育の社員研修を実施
　（e-ラーニング：1,424名修了）

2006

・ グリーン購入法改正（原木伐採合
法）
・ 省エネ法改正（荷主、運送）
・ 地球温暖化対策推進法改正
・ 廃棄物処理法施行令改正

・環境報告書（vol.7）を発刊
・ ウチダ環境パートナーシップ活動指針改訂
・ ウチダ製品アセスメントを改訂
・ CNG天然ガス車導入【1台追加、計19台】

・i-deck WF（分別設計） ・環境教育の社員研修を実施【⇒P.12】
　（e-ラーニング：1,574名修了）
・内田洋行グループホットライン開設

SU-Ⅱ

コアチェア

ジャストチェア

ジャストパネル

スモーキングステーション

ビオトープNeXチェア

角椅子

FEEDデスク

ロビーチェアUT-9

D-MOLO

i-deck WF

CASTチェア

アルミ部材の多使用
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