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環境マネジメント

経営戦略会議のもとに環境政策委員会を設置し、YKKグループにおける環境方針・政策の決定及びYKKグループにおける
環境政策推進状況の監督を行っています。

環境政策推進体制

YKKグループでは、環境方針を実現するため、国際規格ISO14001に沿った環境マネジメントシステム（EMS）を
各事業で構築し、継続的な環境活動を推進しています。

環境マネジメントシステム

環境会計
◆2019年度　環境保全コスト実績  （範囲 :国内YKKグループ） 単位 :百万円 /年

項目 主な取組の内容 設備投資 経費

事業エリア内コスト

公害防止 排水処理場の運転および設備更新、維持管理 311 1,105

地球環境保全 省エネ改善、空調、コンプレッサー設備、高効率ボイラー更新 349 437

資源循環 リサイクル推進と廃棄物等の管理 74 584

事業エリア内コスト計 734 2,126

上・下流コスト リターン廃サッシ解体、グリーン商品の購入 0 98

管理活動コスト ISO維持管理、環境情報開示、環境展示会、環境関連分析 3 468

研究開発コスト 商品開発 13 3,370

社会活動コスト 構内環境整備 0 35

環境損傷対応コスト 0 0

その他のコスト 消防設備の点検と管理 10 258

合計 760 6,355

2018年度 799 6,468

2017年度 1,473 6,366

2016年度 1,261 6,107

環境設備投資 環境経費 売上高
（億円）

総設備投資
（億円）金額（億円） 売上高比（％） 設備投資比（％） 金額（億円） 売上高比（％）

2019年度 7.6 0.2 3.0 63.6 1.6 4,033 257

2018年度 8.0 0.2 3.3 64.7 1.6 4,080 242

2017年度 14.7 0.4 6.4 63.7 1.6 3,974 229

2016年度 12.6 0.3 4.2 61.1 1.6 3,904 298

2015年度 16.9 0.4 4.5 51.0 1.3 3,883 377
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ＹＫＫグループ　第5次中期環境政策と環境目標（2017年度～2020年度）
環境政策 2020年までの環境目標

社会にプラスの
貢献をしていく

環境配慮、安全・安心、健康に
貢献する商品群の充実と拡販

・環境配慮商品の開発・拡充
・社外環境表彰制度の受賞および活用
・商品のLCA評価基準作成　（第三者認証取得）

環境貢献活動の推進 ・次世代を担う子供たちを対象とした環境活動の実施
・YKK / AP主催の環境表彰や環境支援の実施

生態系保全の推進 ・NPO、NGO等と協働した生態系保全活動を実施

積極的な環境情報の開示 ・環境HPリニューアル、環境プロモーションの作成・配信
・ステークホルダーダイアログの充実、拡大

社会への
環境影響を
最小化する
（ゼロを目指す）

環境コンプライアンスの
維持と向上

・セルフチェックによる各社の環境経営レベルの向上
・環境経営監査のレベルアップ

CO2排出量の削減
気候変動リスクへの
適応の推進

・CO2排出量を削減し、最小化するための計画の策定・実施（グループ全域での更なる小・
省エネ活動の推進）
　　　日本：CO2排出量を2020年までに2013年度比20％削減
　　　海外：年率1％以上の原単位削減を目標とする
　　　グループ：CO2排出量を2020年までに2013年度比8％増加に抑える
・サプライチェーンに対して直接的および間接的なCO2排出削減を協働で実施

・全工場で気候変動による環境リスクを特定し、予防策を実施

持続可能な調達 ・調達資材の社会・環境面の配慮を評価付けし、
より良い調達の推進による調達リスクの低減

資源利用の削減・効率化
廃棄物の削減の推進

・資源利用量の低減のための商品設計、歩留まりの向上推進
・日本：再資源利用率を2013年度比4％増

・海外：再使用、再資源化、再加工、処理・処分により、埋立廃棄物量を2013年度比8％削減

水リスクへの対応 ・全工場で地域性による水リスクを特定し、対応策を実施

化学物質削減の推進 ・代替品や工程改善などにより、PRTR対象物質の排出量を2013年度比30％削減

■環境配慮、安全・安心、健康に貢献する商品群の充実と拡販
■環境貢献活動の推進
■生態系保全の推進
■積極的な環境情報の開示

■環境コンプライアンスの維持と向上
■CO2排出量の削減、気候変動リスクへの適応の推進
■持続可能な調達、資源利用の削減・効率化、廃棄物の削減の推進
■水リスクへの対応
■化学物質削減の推進

ＹＫＫグループ　第5次中期環境経営方針・政策（2017年度～2020年度）

ＹＫＫグループ　第5次中期環境経営方針

技術に裏付けられた価値創造による低炭素社会の実現
～持続可能な社会づくりへの貢献～

社会にプラスの貢献をしていく 社会への環境影響を最小化する
（ゼロを目指す）

YKKグループは、中期経営方針に合わせ、中期の環境経営方針・環境政策を4年ごとに策定しています。2017年度からの第
5次中期環境経営方針（2017-2020）では、持続可能な社会づくりへの貢献に向け、「技術に裏付けられた価値創造による低炭
素社会の実現」をキーワードに、「社会にプラスの貢献をしていく」「社会への環境影響を最小化する（ゼロを目指す）」を活
動の柱として、環境政策や目標達成に向けたアクションプランを設定しています。事業活動に伴うCO2や水、廃棄物、化学物
質などの環境負荷をできる限り最小化させるとともに、環境配慮、安全・安心、健康に貢献する商品群の充実・拡販など社会
や生態系にプラスになる活動を加速させることで、持続可能な社会づくりへ貢献していきます。

環境目標と実績
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2019年度　環境アクションプランと実績
環境政策 2019年度　環境アクションプラン 2019年度　実績

社会にプラスの
貢献をしていく

環境配慮、安全・安心、健康に
貢献する商品群の充実と拡販

・F ：エコ商品の提供・提案
・AP ：商品のLCA第三者認証取得、活用
・工機 ： 設備総合効率向上、製造原価低減につ

なげる環境配慮設計
・社外環境表彰制度の受賞および活用

・Ｆ ：GreenRise™の販売開始等
・AP ：LCA認証1件、エコ商品開発比率100％
・工機 ：機械設備の電力量削減、生産性向上等
・ GREEN GOOD DESIGN AWARDS 

2019受賞（AP環境への取り組み、「APW」
樹脂窓シリーズ、「APW430」）

環境貢献活動の推進 ・社内、社外における環境啓発活動の継続
・ 次世代環境教育（夜間昆虫観察イベント、
パッシブタウン自然観察会、エコハウスづ
くりなど）の実施

生態系保全の推進 ・NGO等と協働した生態系保全活動を実施 ・NGOと連携可否や連携内容の意見交換実施

積極的な環境情報の開示 ・YKKグループ環境長期ビジョンの展開と浸透

・ 「This is YKK 2019」環境コミュニケーション 
大賞優良賞受賞
・ YKKグループ環境ビジョンの社内外への浸
透活動実施（エコプロ2019出展、プロモー
ション動画・ポスター等の制作、浸透教育の
実施等）

社会への
環境影響を
最小化する
（ゼロを目指す）

環境コンプライアンスの
維持と向上

・F ： 排水処理設備技術指導実施、 
海外拠点の環境専門家の育成

・AP ： 環境内部監査の強化 
（YGCC監査項目導入）

・工機 ： 取扱者の法令スキル向上と関連情報
確認の強化

・環境データベースを用いた環境ガバナンス
の強化
・環境経営監査の継続実施 
（危機管理委員会との連携）

・F ： 排水処理技術指導全工場完了、 
海外拠点の環境専門家の育成

・AP ： 内部監査チェックYGCC監査項目導入
・工機 ： 職場ごとの必要資格・スキルの取得

推進
・環境データベースを用いた定期的な環境 
コンプライアンス対応の確認
・環境経営監査の継続実施

CO2排出量の削減
気候変動リスクへの適応の推
進

CO2排出量削減に向けた更なる小・省エネ 
活動の推進
・F ：CO2排出原単位 2018年度比1％削減
・AP ：CO2排出量 2013年度比 17％削減
・工機 ： （国内）エネルギー使用量 前年度比  

原単位1％削減
・黒部：天然ガス導入工事の開始

・F ：CO2排出原単位 2018年度比 
0.6％削減

・AP ： CO2排出量 2013年度比  
22％削減

・工機 ：（国内）エネルギー生産高 前年度比 
原単位6％増加

・黒部 ：天然ガス構内配管工事の着工

持続可能な調達
資源利用の削減・効率化
廃棄物の削減の推進

・F ：廃棄物再資源化率 75％以上
・AP ： 廃棄物排出原単位 2013年度比（国内） 

24％削減、リサイクル率（国内）100％
・海外 ： 埋立廃棄物量 2013年度比 8％削減
・サプライチェーンを含めた環境リスク低減

・F ：廃棄物再資源化率 79％
・AP ： 廃棄物排出原単位 2013年度比（国内） 

16％削減、リサイクル率（国内）100％
・海外： 埋立廃棄物量 2013年度比  

11.1％削減
・ サプライヤーアンケート結果のフィード
バック

水リスクへの対応

・F ： 水使用量原単位 2018年度比 
1％削減

・AP ： 水使用量原単位 2013年度比 
20％削減

・各拠点の水リスクの特定と対応策の実施

・F ： 水使用量原単位 2018年度比  
0.1％削減

・AP ： 水使用量原単位 2013年度比  
23％削減

・ 水リスクチェックシートによる各拠点の水
リスクの把握

化学物質削減の推進

・F ：止水F水系化推進
・AP ： PRTR法対象物質排出量  

2013年度比（国内）24％削減
・工機 ：保有化学物質の低減

・F ： 止水 脱トルエン・MEK接着剤の開発
遅れ

・AP ： PRTR排出量  
2013年度比（国内） 27％削減

・工機 ：保有危険物量 8％削減


