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スタンレーグループは、「光に勝つ」という果敢なスタンレースピリットを抱き、光の価値の限りない追求により社会

に貢献して、環境保全と経済発展の両立を目指しています。本報告書は、環境経営の基本姿勢、環境保全活動状況

などの情報をわかりやすく提供し、株主様、お取引先・投資家の皆様、地域住民の皆様、当社製品をお使いの皆様お

よび社員のより一層のコミュニケーションを図るとともに、「安心」と「信頼」を得るために発行しています。

編集方針

●報告対象範囲
　 スタンレー電気㈱および国内関係会社（8社）と海外主要
生産関係会社（13社）を対象としています。海外主要生産
関係会社のデータは、各種エネルギー使用量、水使用量、
CO2排出量、廃棄物発生量です。

●参考としたガイドライン
　 環境報告書ガイドライン（2012年版）

●発行月／次回発行予定
　 発行月：2014年7月
　次回発行予定：2015年7月（2002年以降毎年発行）

●報告期間中の環境に関わる事業上の変化

 国内
・曽屋事業所 廃止

海外
・スタンレー貿易（深圳） 設立

●報告対象期間
　2013年度（2013年4月1日～ 2014年3月31日）
　 なお、一部の報告については2014年度の環境活動も含みます。

お問い合わせ先　スタンレー電気株式会社　環境企画管理室

住所：〒257-8555　神奈川県秦野市曽屋400
TEL：0463-80-1388　FAX：0463-80-1926 URL：http://www.stanley.co.jp/
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トップ
メッセージ

環境パフォーマンス事業紹介目次 社会とのかかわり環境マネジメントSpecial Feature

　2013年夏、日本列島は、記録的な猛暑と度重なる大雨といった異

常気象に見舞われました。例えば、高知県四万十市では、観測史上

最高の41.0℃を記録し、国内最高気温を更新しました。また、気象庁

が「これまでに経験したことのないような大雨」として、最大限の警

戒を呼びかけた豪雨もありました。近年こうした異常気象が頻発し

ている背景には地球温暖化が関わっていると言われています。

　しかしながら、地球温暖化を進める二酸化炭素などの温室効果

ガスの排出量は世界的に増加を続けており、将来の温暖化の悪影響

に人類が対処しきれなくなるリスクを覚悟するレベルにあります。

　このように、私たちが直面している環境問題は年々深刻化してき

ており、人類の英知と力を結集すべき喫緊の課題となっています。

将来を見据えて、国民・企業・行政、それぞれがさまざまな立場から

考え、今、しっかり行動を起こさなければなりません。

　私どもスタンレーグループも環境問題をCSR（企業の社会的責

任）の大きな課題として捉え環境保全と経済的発展の両立を追求

し、社会と企業の持続的発展を目指し日々取り組みを進めており

ます。特に、事業活動に伴い使用するエネルギーの効率化を図るこ

とや、環境に配慮した製品づくりをすることは、｢ものづくり｣を企

業活動の根幹としている私どもにとって欠かすことのできない重

要なテーマであり、その取り組みに注力してまいりました。

　具体的には、エネルギー効率に優れた生産設備の導入更新を積極

的に推進するとともに、電力計の設置基準を定め各所に電力計を設

置し、製品1個当たりに至るまでの電力の ｢見える化｣を推進してム

ダな電力の削減を図りました。その結果、当社としてエネルギーに

関する生産効率を表す指標としている、CO2排出量の付加価値額

原単位は83.4t-CO2／億円から79.3t-CO2／億円となり、昨年度

は4.9％削減することができました。

　また、設計段階より環境に配慮した製品づくりを推進するため、

昨年度 ｢環境配慮設計ガイドライン｣を制定しました。このガイドラ

インを全ての製品設計に適用することにより、より環境にやさしい

製品を多く提供し、社会全体の環境負荷低減を目指していきます。

　今後も、私どもスタンレーグループは、かけがえのない地球と自然

の豊かな恵みを、健全な状態で次世代に引き継ぐために、今、何をな

すべきかを考え、新たな光の価値を創造すべく、未来に向けての行動

を続けてまいります。

　ここに、スタンレーグループの昨年度の環境保全活動を ｢2014環

境報告書｣としてまとめました。

　この報告書により、環境保全への当社の取り組み姿勢や具体的な

活動内容をご理解いただき、今後の活動強化に向けた率直なご意見

をいただければ幸いです。

新たな光の価値を創造し、
社会と企業の持続的発展を目指して

代表取締役社長

環境報告書2014
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事業紹介
環境パフォーマンストップメッセージ目次 社会とのかかわり環境マネジメントSpecial Feature

スタンレーグループの事業紹介

事業概要

スタンレーグループの概況

会社概要（2014年3月31日現在）

社　名：スタンレー電気株式会社

所在地： 〒153-8636 
東京都目黒区中目黒2-9-13

T E L：03-6866-2222（代表）

創　業：1920年（大正9年）12月29日

設　立：1933年（昭和8年）5月5日

代表者：代表取締役社長　北野 隆典

資本金：30,514百万円

主要事業（会社の目的）

❶ 自動車用電球およびその他の電球の製造、販売ならびに輸出入

❷ 半導体、電子部品およびその他の電気機械器具の製造、販売ならびに輸出入

❸ 自動車電装部品およびその他の自動車用品の製造、販売ならびに輸出入

❹ 計量器、医療機械器具、その他機械器具の製造、販売ならびに輸出入

❺ ソフトウェアの開発、販売

❻ 各種事業に対する投資

❼ 前各号に関連する一切の業務

国内事業所

本　社：（東京都目黒区）

研究所： 技術研究所（横浜）／筑波研究所／ 
宇都宮技術センター／横浜技術センター／ 
オプトテクニカルセンター（横浜）

支　店：大阪／名古屋

営業所：大宮／狭山／鈴鹿／仙台／水島

製作所・工場等：  秦野／岡崎／浜松／広島／山形／ 
朝霞／いわき／鶴岡／飯田

売上高 推移 従業員数 推移当期純利益 推移 事業の種類別セグメントの連結売上高 推移

201320122011 （年度）
0

100,000

200,000

300,000

400,000

243,108
263,119

329,292

（百万円）

148,501 146,317
160,739

連結単体

10,628 

13,822 

10,326 

17,760 

10,377 

24,345 

10,000

20,000

30,000
（百万円）

201320122011 （年度）
0

連結単体

4,000

8,000

12,000

16,000

3,491

13,410 

3,516 

13,997 

3,554

14,478 

（人） 連結単体

201320122011 （年度）
0

169,927

25,350 
47,673

157

185,451 185,451 

25,620 25,620 
51,908 

140

244,030 

29,500 

55,291 55,291 
469 

100,000

200,000

300,000

400,000
（百万円） その他電子応用製品事業

コンポーネンツ事業自動車機器事業

201320122011 （年度）
0
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事業紹介
環境パフォーマンストップメッセージ目次 社会とのかかわり環境マネジメントSpecial Feature

スタンレーグループの事業紹介

主要関連会社

環境報告書2014

日本   

株式会社スタンレーいわき製作所

株式会社スタンレー鶴岡製作所

株式会社スタンレー宮城製作所

株式会社スタンレーウェル

株式会社スタンレー伊那製作所

株式会社スタンレー新潟製作所

松尾電気株式会社

株式会社スタンレーパル

01

03

05

07

02

04

06

08

アジア・大洋州   

タイ Asian Stanley International Co., Ltd. (ASI)

 Thai Stanley Electric Public Co., Ltd. (THS)

インドネシア PT. Indonesia Stanley Electric (ISE)

ベトナム Vietnam Stanley Electric Co., Ltd. (VNS)

香港 Stanley Electric (Asia Pacific) Ltd. (SAP)

韓国 Stanley Electric Korea Co., Ltd. (SEK)

インド Stanley Electric Sales of India Pvt. Ltd. (SSI)

 Lumax Industries Ltd. (LMX)

シンガポール Stanley Electric Holding Asia-Pacific Pte. Ltd. (SEAP)

オーストラリア Hella-Stanley Holding Pty Ltd. (HESA)

09

11

13

15

10

12

14

16

17

18

中国   

蘇州斯坦雷電気有限公司 (SEZ)

蘇州斯坦雷半導体照明科技有限公司 (SLT)

深圳斯坦雷電気有限公司 (SSZ)

天津斯坦雷電気有限公司 (TSE)

武漢斯坦雷電気有限公司 (WSE)

広州斯坦雷電気有限公司 (GSE)

重慶華渝斯坦雷電気有限公司 (CHS)

上海斯坦雷電気有限公司 (SSE)

斯坦雷電気（中国）投資有限公司 (SECN)

斯坦雷電気貿易（深圳）有限公司 (SST)

19

21

23

25

20

22

24

26

27

28

米州   

アメリカ Stanley Electric U.S. Co., Inc. (SUS)

 I I Stanley Co., Inc. (IIS)

 Stanley Electric Sales of America, Inc. (SSA)

 Stanley Electric Holding of America, Inc. (SEAM)

ブラジル Stanley Electric do Brasil Ltda. (SEB)

メキシコ Stanley Electric Mexico S.A. de C.V. (SEM)

29

31

33

30

32

34

欧州     

ハンガリー Stanley Electric Hungary Kft. (SEH)

フランス STANLEY-IDESS S. A. S. (SID)

ドイツ Stanley Electric GmbH (SED)

イギリス Stanley Electric (U.K.) Co., Ltd. (SEU)

 Stanley Electric Holding Europe Co., Ltd. (SEEU)

35

37

39

36

38
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新たな可能性を生み出すスタンレーの光

事業紹介
環境パフォーマンストップメッセージ目次 社会とのかかわり環境マネジメントSpecial Feature

異形ヘッドランプ
AFSヘッドランプ
HIDヘッドランプ
LEDヘッドランプ
ハロゲンヘッドランプ
ターンシグナルランプ
リアコンビネーションランプ
LEDリアコンビネーションランプ
リフレックスリフレクター
ハイマウントストップランプ
その他信号灯・標識灯
自動車電球
ハイパーハロゲン

ハイパーバルブ
ハロゲンフォグランプ
HIDフォグランプ
LEDフォグランプ
リアフォグランプ
バックアップランプ
LEDルームランプ
 コーナーポール
HID関連製品
 ドレスアップヘッドランプ
 ドレスアップリアコンビネーションランプ
LEDバルブ

自動車機器事業A

液晶表示素子（LCD）
液晶表示器
発光ダイオード（LED）
赤外発光ダイオード
受光デバイス

シリコンPINフォトダイオード
光センサー
発光ダイオード表示器
超小形電球
特殊電球

コンポーネンツ事業B

操作パネル
LEDプリントヘッド
イレーサ
基板アッセンブリー
液晶用バックライトユニット
超小形電球応用製品
車載用空調パネル
車載用コントロールシステム各種
ヘッドランプクリーナー
車載用センサー各種

車載センターパネルモジュール
HID点灯装置
LED点灯装置
カメラ用ストロボ
携帯電話用ストロボ
マイコン応用制御装置
交通信号灯器
LED情報板用モジュール
LED一般照明
LED街路灯

電子応用製品事業C

スタンレーグループの事業紹介：主要製品

環境報告書2014
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―2013年度  環境活動ハイライト―

光の価値を創造し
未来を明るく照らすために
ここでは、スタンレーグループが取り組んだ
新たな環境活動や注目すべき活動についてご報告します。

“月明かり”をLED照明で演出
歌舞伎座の省エネを実現

　当社が開発したLED投光器が、新開場した歌舞伎座に採用さ

れています。自動車用ヘッドランプの光学技術を駆使し、光利用

効率を最大限に引き出した最新のLED投光器です。新たなランド

マークの省エネ化を実現しました。

　超狭角配光技術により、歌舞伎座背面のタワー最上階・地上130m

の高さから大屋根を照らし出すLED投光器の光は“月明かり”を

演出し、画期的な

照明効果となって

います。

環境パフォーマンス

Special 
Feature

事業紹介トップメッセージ目次 社会とのかかわり環境マネジメント

製品

ハイパワー超狭角配光
LED投光器

施主：  松竹株式会社  
株式会社歌舞伎座 

外観照明デザイン： 
石井幹子・石井リーサ明理＋
石井幹子デザイン事務所

国内二輪車初！
当社LEDヘッドランプを搭載

二輪車搭載のLEDヘッドランプは国内初！

省エネと世界最小意匠サイズを実現

　国内二輪車として初めて当社LEDヘッドランプが

Z1000（川崎重工業株式会社様）に搭載されました。

LEDヘッドランプの採用により、消費電力やランプ

交換頻度など環境負荷低減につながっています。ま

た当製品は、世界最小意匠の確立により、デザイン自

由度が向上し、デザインテーマ ｢凄み｣にマッチした躍

動感溢れるフォルムを実現しています。
▶詳細は23ページ

製品

環境報告書2014



7

　㈱SIM-Driveが発表した第3号試作電気自動車

「S
シ ム

IM-C
セ ル

EL」向けにレーザー励起光源※を用いた

ヘッドランプを開発・搭載しました。このヘッドラ

ンプはLEDモジュールだけのヘッドランプと比較

すると遠方視認距離が1.5倍に拡大し、より安全

性が向上しています。また、レーザー励起光源は

LEDと比べ、輝度が約2.5倍、発光サイズが1/10

となるため、ヘッド

ランプの小型化・軽

量化に効果があり

ます。
※ レーザー光を基に白色光
を創り出している

 Voice

スタンレーの技術力で
次世代光源のランプ搭載を
実現
研究開発部門

北園 卓也さん
　世界初となる高いハードルに向け
て、関係者一丸となって開発を行いま
した。LEDの次の光源として期待され
ているレーザーを利用することは、安
全性向上・小型化・軽量化に効果があ
ります。今回のSIM-CELへの搭載に
おけるノウハウを活かし、量産に向け
て取り組んでいきます。

㈱SIM-Driveの
試作3号EV「SIM-CEL」

レーザーヘッドランプで
安全性向上・小型化・軽量化

世界初！ レーザーヘッドランプで
ナンバーを取得した「SIM-CEL」

―2013年度  環境活動ハイライト―

光の価値を創造し未来を明るく照らすために

 Voice

遠くまで光が届く 
独自の光学設計が
特徴
設計部門　水木 庸介さん

　スタンレー初となる照度センサー内
蔵（自動ON／OFF機能）LED防犯灯
の設計を担当しました。路面を均一に
照射できるレンズ設計により低消費電
力でありながら防犯灯照度基準クラス
Bを達成しています。また環境配慮設計
を徹底し、設計当初から300gの軽量化
も図りました。今後も環境にやさしい
製品設計に取り組んでいきます。

環境パフォーマンス

Special 
Feature

事業紹介トップメッセージ目次 社会とのかかわり環境マネジメント

　自動車灯体で培われた高い耐久性、そして

独自の光学技術により、歩行者・車両への眩

しさに配慮しつつ、ワイド配光で路面の明る

さを確保したLED防犯灯です。

　従来の蛍光灯20Wに対し、寿命は約7倍、

消費電力は約64%削減できます。「安心の光」

として地域の防犯と環境に貢献しています。

「安心の光」が地域を照らす

明るさ確保で
眩しさ低減のLED防犯灯

神奈川県座間市設置

環境報告書2014
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　スタンレーグループ（国内）では、社員

のご家族へ向けた環境意識向上の施策と

して「環境絵画コンクール」を初めて開催

しました。これは社員のご家族（小学生）

を対象にしたコンクールで、テーマ「ぼく・

わたしにできるエコ・アクション」にふさ

わしく素晴らしい作品が集まり、6点を表

彰しました。コンクールを通して、社員と

そのご家族が環境について関心を深める

とともに、環境保全の大切さを考える良い

機会となりました。

環境保全の大切さを考える

環境絵画コンクール実施

―2013年度  環境活動ハイライト―

光の価値を創造し未来を明るく照らすために

環境パフォーマンス

Special 
Feature

事業紹介トップメッセージ目次 社会とのかかわり環境マネジメント

省エネと空調冷房負荷の
低減を実現

生産設備への
ヒートポンプ導入

▶詳細は21ページ

　生産設備の省エネへの取り組みとし

て、エネルギー効率に優れた設備の導入

を進めています。2013年度はスタンレー

グループとして初めてヒートポンプを生産

設備に導入しました。これは洗浄水の加

熱を電気ヒーターから加熱効率が約3倍

となるヒートポンプに変更することで、洗

浄水加熱の省エネになり、また冷排気を

工場内に放出することにより空調冷房の

負荷低減も図れました。

　スタンレー電気では、設計段階より環

境に配慮した製品づくりを推進するた

め、『環境配慮設計ガイドライン』を制定

しました。このガイドラインを全ての製

品設計に適用することにより、環境にや

さしい製品開発に取り組んでいます。

ガイドラインを全ての
製品設計に適用

環境配慮設計の推進

 Voice

工場と協業でヒートポンプを
使った省エネにチャレンジ
管理部門

高田 公樹さん

　空調の省エネ手法として代表的
なヒートポンプですが、最近では製造工程内に
ある加温工程で使われている電気ヒーターの
代わりにヒートポンプを応用する技術が広ま
りつつあります。これを利用することで、製造
工程内で大きな省エネを図ることが可能とな
り、CO2削減や経費削減につなげられました。

　コンクールに参加したことで環境に関す
る家庭での会話が増え、各自ができるエコ
を日頃から意識する習慣がつきました。作
品テーマ“大好きな水を大切に”で応募した
ことを小学校で発表したところ、クラスの中
でも節水が話題になったそうです。

 Voice

環境に関する
会話が増えました！
管理部門

猪俣 芽久美さん

▶詳細は24ページ

環境報告書2014

取り組み

取り組み

取り組み
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環境
マネジメント環境報告書2014

スタンレーグループビジョン
2000年4月にスタンレーグループでは、持続可能な社会を目指して、基本的な価値観、

社会における存在意義、永続的な使命を定めた『スタンレーグループビジョン』を制定

しました。ビジョンの実現を目指すにあたっては、多くのステークホルダーと価値観を

共有しながら連携・協力していくことが不可欠であり、グループ全体でビジョンを共有

することで総合力を最大限に引き出し、事業活動を通じた持続可能な社会づくりに取り

組んでいます。

環境マネジメント

スタンレーグループは、スタンレーグループビジョンのもと光の無限の可能性を究め

た「ものづくり」を事業の根幹とし、社会に必要とされる製品を提供するとともに、

大切な地球環境を豊かで健全な状態で次世代へ引き継ぐため環境経営を推進し

ています。

環境経営
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　スタンレーグループでは、環境基本理念のもと社会と企業の

持続的発展を目指して、地球環境の保全に取り組んでいます。地

球温暖化防止のための温室効果ガス排出の抑制、循環型社会を

目指した省資源活動、有害化学物質の排出抑制、環境にやさしい

製品開発などの活動を推進しています。

　なお、「環境基本理念」および「環境方針」について、制定から14

年を経て、社内外の環境等の変化に対応すべく、2013年5月に

改定いたしました。スタンレーグループに関わる全ての人がこの新

たな「環境基本理念」をしっかり理解し「環境方針」を実践するこ

とで、引き続き環境保全に取り組んでいきます。

環境保全活動に対する考え方

環境経営の基本姿勢
スタンレーグループビジョンのもと環境基本理念・環境宣言・環境方針を制定し環境保全に積極的に取り組んでいます。

スタンレーグループでは、環境負荷の低減を追求し、環境保全と経済的発展の両立を目指しています。

スタンレーグループは、かけがえのない地球とその生態系の豊かな恵みを、
健全な状態で次世代に引き継ぐため、全ての企業活動を通じて環境に与える
負荷を最小限にし、“豊かな価値の創造と環境との調和”を実現します。

私たちは、「環境基本理念」に基づき、全ての企業活動において、一人ひとりの環境保全に対する役割と責任を認識して行動します。

1.  スタンレーグループの活動、製品及びサービスの各領域において、ライフ
サイクル全体で省エネルギー、省資源、汚染の予防を推進し、グローバル
で環境負荷を低減します。

2. 各国・地域の環境に関わる法律・規制及びスタンレーグループが同意する
その他の要求事項の順守はもとより、必要に応じて自主的管理基準を設
定して管理を行います。

3. 環境方針の遂行のために、環境目的および環境目標を設定し、定期的あ
るいは必要に応じて見直しを行い、継続的かつ積極的な改善を行います。

4. 環境教育・広報活動を実施し、全従業員及びスタンレーグループのために
働く全ての人に環境基本理念、環境方針の理解と環境に関する意識向上
を図るとともに、取引先にも周知して理解と協力を要請します。

5. 環境基本理念・環境方針は一般の人々が入手できるようにします。また、
環境保全活動状況は社外の要求に応じて開示し、地域社会とのコミュニ
ケーションを図ります。

6. 行政機関、地域や関係団体等と連携し、地域社会の環境保全活動に積極
的に参画します。

私たちは、地球に優しい企業をめざして、環境に影響を及ぼす物質
を「使わない、出さない、捨てない」の実現に向けて、環境保全活動
に積極的に取り組みます。

環境第Ⅳ期中期経営計画
（2010年4月～ 2014年3月）

環境第Ⅴ期中期経営計画
（2014年4月～ 2017年3月）

環境第Ⅵ期中期経営計画
（2017年4月～ 2020年3月）

スタンレーグループの
環境保全活動

環境基本理念

環境方針

マネジメントシステムの強化

地球温暖化の防止

資源循環／廃棄物削減

汚染の防止

環境長期経営計画

社会と企業の持続的発展を
目指した活動

環境宣言

環境宣言

環境報告書2014

環境基本理念

環境方針

事業紹介トップメッセージ目次 環境パフォーマンスSpecial Feature 社会とのかかわり

環境
マネジメント
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環境長期経営計画
社会と企業の持続的発展を実現するために、環境長期経営計画（2010年4月～ 2020年3月）を立案して環境経営を推進し、

地球温暖化防止をはじめとする環境課題に取り組んでいます。

スタンレーグループ第2環境長期経営計画

※ 2013年に環境長期経営計画の見直しを実施し、環境第Ⅴ期を2014年4月よりスタートしました。

環境第Ⅳ期中期経営計画
（2010年4月～ 2014年3月）

環境第Ⅴ期中期経営計画
（2014年4月～ 2017年3月）

環境第Ⅵ期中期経営計画
（2017年4月～ 2020年3月）

第2環境長期経営計画

社会と企業の持続的発展の実現／地球環境に貢献するものづくりがされ、社会貢献と利益創出の両立

環境経営基盤の構築
環境経営の推進と

グローバル展開のスタート
環境経営のグローバル展開推進

環境マネジメント
システムの
取り組み強化

グローバル環境マネジメントシステム（EMS）の統制

    EMS統合による運用の効率化 統制されたEMS活動の強化 各拠点で自立したEMS活動の推進

グローバルEMS統合準備 グローバルEMS推進 グローバルで自立したEMS活動の推進

環境法規の取り組み 事業活動関連法規順守の継続

環境配慮設計 地球環境に貢献する環境配慮製品の（継続的）提供

地球温暖化防止

地球温暖化防止の推進／事業プロセスでの温室効果ガス排出量削減

付加価値額原単位で2009年度比年1%以上削減

　　　　    付加価値額原単位で2013年度比年1%以上削減

<物流領域>売上高原単位で
2009年度比年1%以上削減

<物流領域>売上高原単位で
2012年度比年1%以上削減

資源循環／廃棄物削減

グローバルで ｢廃棄物を発生させない活動｣の展開と挑戦
ゼロエミッションの継続

廃棄物削減 付加価値額原単位で
2009年度比年1%以上削減

廃棄物削減 付加価値額原単位で
2012年度比年1％以上削減

汚染防止／製品環境
環境負荷物質フリー化の徹底による環境事故ゼロ化

グローバル展開に対応した管理基盤の強化 環境ゼロディフェクトの継続

生物多様性の取り組み 地域の生態系保全活動に積極的に貢献する

国　内

国　内

海　外

海　外

環境報告書2014 事業紹介トップメッセージ目次 環境パフォーマンスSpecial Feature 社会とのかかわり

環境
マネジメント

環境第Ⅳ期中期経営計画
（2010年4月～ 2014年3月）

環境第Ⅴ期中期経営計画
（2014年4月～ 2017年3月）

環境第Ⅵ期中期経営計画
（2017年4月～ 2020年3月）

スタンレーグループの
環境保全活動

環境基本理念

環境方針

マネジメントシステムの強化

地球温暖化の防止

資源循環／廃棄物削減

汚染の防止

環境長期経営計画

社会と企業の持続的発展を
目指した活動

環境宣言
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環境
マネジメントシステム
スタンレーグループでは、国際規格ISO 

14001に基づく環境マネジメントシステム

を構築し、グループ全体で環境改善活動を

推進しています。また環境方針に基づいた

環境長期経営計画を実施するため、環境

管理体制を構築しています。

環境管理体制
社長のもと、環境担当取締役を最高責任者として環境管理体制を構築しています。また、環境マネジメント推進部門として「環境企画管

理室」を設けて管理統制を図っています。2013年度からは、国内・海外と分かれていた体制をグループ全体で環境活動を統括するため

「グローバル環境保全活動委員会」を設置しました。新たな体制のもとグループ一体となり環境活動を推進しています。

グローバル環境保全活動委員会
グローバルな立場で環境戦略、環境行政事項を審議し、
環境基本理念および環境方針の達成に向けて環境管理システムの最適化と継続性を図る。

省エネ分科会
スタンレーグループのエネルギーマネジメントに関わる施策を立案し、
推進することで省エネルギーの促進を図る。

EMS分科会
環境活動の活性化・効率化および監査機能の強化に向け
環境マネジメントシステムの最適化と継続的改善を図る。

環境企画管理室
スタンレーグループ全体（国内・海外関係会社を含む）における環境マネジメントシステムの推進、
および環境活動全般の企画・管理統制を図る。

※はISO14001未取得事業所です。海外生産関係会社は略式名称です。正式名称はP.4を参照してください。

社長

環境担当取締役

環境企画管理室

グローバル環境保全活動委員会

国内研究開発事業所他

本社
技術研究所
筑波研究所
宇都宮技術センター
横浜技術センター
オプトテクニカルセンター
〈支店・営業所他〉

国内生産事業所

秦野製作所
岡崎製作所
浜松製作所
広島工場
山形工場

国内関係会社

スタンレーいわき製作所
スタンレー鶴岡製作所
スタンレー宮城製作所
スタンレー伊那製作所
スタンレー新潟製作所他

海外生産関係会社

SUS（アメリカ）
IIS（アメリカ）
SEB（ブラジル）
SEH（ハンガリー）
ASI（タイ）
THS（タイ）
ISE（インドネシア）

VNS（ベトナム）
SEZ（中国蘇州）
SSZ（中国深圳）
TSE（中国天津）
GSE（中国広州）
CHS（中国重慶）※他

継続的改善

環境方針
計画

実施運用

点検

マネジメント
レビュー

省エネ分科会 E M S分科会

環境報告書2014 事業紹介トップメッセージ目次 環境パフォーマンスSpecial Feature 社会とのかかわり
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環境教育
環境教育は、「階層別・職掌別研修」、内部環境監査員の認定教育などの「職能別研修

（戦略教育）」、環境に関わる業務に従事する従業員を対象とした「職能別研修（機能別

教育）」に区分して実施しています。

環境マネジメント監査
環境マネジメントシステム（EMS）を継続的に改善していくためには、EMS監査が重要に

なります。当社および国内グループ会社では、内部環境監査員による監査と、第三者認証

機関による外部審査を実施しています。

　内部環境監査は、社内認定した内部環境監査員で構成し、独立性のある監査チームの

編成により実施しています。また、各拠点の環境管理責任者の監査にあたっては、相互にこ

れを実施し、拠点ごとの環境マネジメントシステムのレベルの維持向上を推進しています。

内部環境監査
環境マネジメントレベルの維持向上を図る

　国内グループ会社も含めた「スタンレー電気株式会社」として、第三者認証機関による

年1回の定期および3年に1回の更新審査を受けています。

　2013年度は、更新審査を受け、廃棄物管理方法と法規制などの順守評価の2件につい

て改善を指摘されましたが、是正を完了しています。

外部審査
年1回の外部審査で是正項目の有無を確認

階 層 別 ・ 職 掌 別 研 修

新任管理者研修 環境関連法規制と当社環境課題へのマネジメント
新任監督者研修 環境一般知識と自覚ならびに監督者としての環境関連法規制と実務に関わる環境知識
途中入社者研修 環境一般知識と自覚ならびに実務に関わる環境知識
新入社員教育 社会人として必要な環境一般知識と自覚

職 能 別 研 修（ 戦 略 教 育 ）

内部環境監査員認定教育・内部環境監査員候補者
　ISO14001の要求事項の理解

内部環境監査員研修・内部環境監査員（レベルアップ教育）
　環境法規の理解、継続改善のための監査ポイントの習得

環境負荷物質検査指導員教育
　製品の環境負荷物質の分析方法と判定技能の習得

職 能 別 研 修（ 機 能 別 教 育 ）

環境マネジメントシステムに関する教育・訓練
◦部門教育計画に基づく教育
◦社外講習会
◦教育・訓練に関わる主業務 …… 著しい環境影響の原因となる可能性を持つ作業
◦自覚に関する教育（方針・目的・緊急事態対応等） …… 全従業員、構内外注従業員、委託業務従事者
◦教育・訓練・能力（資格認定）に関わる教育 …… 環境に著しい影響を与える作業（環境特定業務）

環境報告書2014 事業紹介トップメッセージ目次 環境パフォーマンスSpecial Feature 社会とのかかわり
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環境リスク管理

　環境に関する国内外法規を順守するとともに、有害な化学物質（製品に含まれるもの、

製造時に使用するもの）の廃絶・削減に取り組んでいます。その一つの取り組みとして、環

境負荷物質リストに基づく有害な化学物質を含まない製品開発・設計、購買管理などを実

施しています。

　法規・規制に関しては、PRTR法・改正省エネ法、REACH規則などの対応を推進してい

ます。また、環境事故を未然に防ぐため、環境パトロール、内部環境監査時のチェックなど

を実施しています。

　世界的な環境課題である温室効果ガス排出量の削減には、サプライチェーンを通して取

り組んでいくため、当社の『グリーン調達ガイドライン』に基準を定め、お取引先との協力

を推進しています。

環境リスク管理に対する取り組み
国内外法規の順守とともに有害化学物質の廃絶・削減を推進

　地球環境保全の観点から、世界的に化学物質に対する法規制が厳しくなり、化学物質の

管理が大変重要です。スタンレーグループでは、次のような取り組みにより、有害な化学物

質を含まない製品づくりを推進しています。

　2013年度は、REACH規則の認可対象物質である特定フタル酸エステル可塑剤を含有

する部材について、代替材を選定し切替を進めました。2014年度も引き続き、代替材への

切替を推進していきます。

環境負荷物質の管理
REACH規則の認可対象物質を代替材へ切り替え

社内での環境負荷物質情報管理体制

◦環境負荷物質データベースを利用した環境配慮製品の開発推進
　 　お取引先の理解と協力を得ながら、製品を構成する部品・材料等の環境負荷物質
含有情報の収集・確認を徹底しています。また、環境負荷物質含有情報は社内データ
ベースに登録・共有することで、有害な化学物質を含まない部材を選定し、環境に配
慮した製品の設計・開発に努めています。

◦環境負荷物質管理体制の構築・強化
　 　国内外の生産拠点における環境負荷物質管理体制の監査を定期的に実施し、その
強化に向けた取り組みを進めています。
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環境リスク管理

　より一層の環境への取り組み

とグリーン調達を強化・推進して

いくため主要なお取引先を対象

に毎年購買方針説明会を開催し、

主に次の点について協力をお願い

しています。

グリーン調達の方針
購買方針説明会を毎年開催

サプライチェーンによる
環境負荷物質情報管理体制／温室効果ガス排出量の削減

　スタンレーグループとして『グリーン調達ガイドライン』を発行し、グリーン調達
の考え方を明確にしています。

◦グリーン調達の考え方
　 1. 環境保全に取り組んでいる企業からの調達を進める。 

2. 環境負荷の少ない原材料・部品・製品の調達に努める。 
3. 温室効果ガス（GHG）排出量の把握・削減に努める。

◦グリーン調達基準
　1. 環境に対する取り組み姿勢、体制を評価し優れたお取引先に優先して取引を行う。

　2.  当社が定める含有、使用禁止物質は調達を行わない、またそれ以外の 
 当社指定物質については削減に努める。

　3. 3R（Reduce、Reuse、Recycle）を推進し、廃棄物を出さない調達を進める。

　4. 梱包材のリサイクルおよび削減に努める。

　5. 省エネを考慮した物品の調達に努める。

　6.  ライフサイクル観点での温室効果ガス削減にご賛同いただけるお取引先からの 
 調達に努める。

　スタンレーグループでは、お取引先との連携を基盤とし環境に配慮した資材調達
（以下、グリーン調達といいます）を積極的に展開し、環境負荷低減を推進しています。
　また温室効果ガス（GHG）排出量に関して、世界的にサプライチェーン全体を通して
の把握・削減が求められています。スタンレーグループではサプライチェーンを通した
取り組みを目指して『グリーン調達ガイドライン』に基準を定め、お取引先との連携強
化を図っています。

◦法規制による「禁止」物質の非含有保証

◦当社エコパートナー認定の取得
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環境リスク管理

設 備 名 台 数

高圧トランス 4

トランス 0

高圧コンデンサ 5

高圧進相コンデンサ 5

低圧コンデンサ 1,145

照明用コンデンサ 19

水銀灯安定器 29

蛍光灯安定器 874

合 計 2,081

　2013年度の調査結果は、次のとおりです。

土壌汚染調査
4カ所で調査を実施し、汚染がないことを確認

　PCB廃棄物処理特別措置法に基づき、厳重

に保管・管理し、処理を進めています。

　2013年度は、トランス1台・高圧コンデンサ3

台・高圧進相コンデンサ2台について処理を完

了しその結果、保管設備は右のとおりとなりま

した。これらは既にPCB廃棄物処理の登録を

終了しており、順次処理を実施します。

PCB管理
2013年度は6台の処理を完了

事 業 所 名 調 査 結 果

秦野製作所
2012年度に特高変電所工事に先行した調査において、カドミウムが基準値を超えて
検出され、雨水浸透防止措置を実施。2013年度は土壌入替による恒久対策を実施。
なお地下水への汚染はないことを確認

岡崎製作所 成形機入替工事に先行して自主調査を行い、土壌汚染のないことを確認

曽屋事業所 売却に伴い自主調査を行い、土壌汚染のないことを確認

松尾電気 敷地内30地点にて自主調査を行い、土壌汚染のないことを確認

項 目 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

排
出
量

大気への排出 45.0t 47.0t 38.8t 42.4t 46.7t

公共用水域への排出 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t

当該事業所における土壌への排出 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t

当該事業所における埋立処分 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t

排 出 量 合 計 45.0t 47.0t 38.8t 42.4t 46.7t

移
動
量

下水道への移動 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t 0.0t

当該事業所外への移動 20.8t 21.0t 17.7t 16.8t 14.8t

移 動 量 合 計 20.8t 21.0t 17.7t 16.8t 14.8t

PRTR法の第一種指定化学物質（届出した事業所データ）

　PRTR法に基づき、対象化学物質の排出および移動の把握を実施しています。

　2013年度は、排出量46.7t（前年度比10.1%増）、移動量14.8t（同11.9%減）となり

ました。

PRTR物質
排出量は前年度比増加、移動量は前年度比減少

PRTR届出物質別 排出量推移 PRTR届出物質別 移動量推移
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環境リスク管理

　スタンレーグループでは、環境リスク管理のため、事業所ごとに環境事故の予防や、環境

負荷低減などさまざまな取り組みを行っています。

　2013年度は、次のような活動が関係機関より表彰されました。

環境に関わる受賞
広島工場と本社での取り組みが評価されました

2013年度の活動表彰

◦本社
　日本建築家協会が主催する「日本建築家協会優秀建築選2013」
に、当社本社新社屋が選定され、設計にあたったプランテック総合計
画事務所様・竹中工務店様が同協会より表彰されました。自然エネル
ギーの活用として、太陽光発電・雨水の利用・自然採光・自然換気シス
テムを導入しています。また、全照明に自社製LEDの導入や自然素材
の採用など、さまざまな環境施策を取り入れており、CASBEEの最高「Sランク」を取得しています。

　スタンレーグループでは、環境関連法令等に関して監視測定項目を定め、定期的に順守

状況の確認を実施しています。

　2005年7月に労働安全衛生法「石綿障害予防規制」が施行され、アスベスト（石綿）製

品使用が全面禁止となり、スタンレーグループでも、使用状況の調査を実施し対策を講じ

てきました。2012年度にはスタンレーグループにおいて改めて全ての建物・設備について

使用状況の再調査を実施しました。その結果に基づき、2012年度より計画的にアスベス

トの除去を進め、2013年度中に一部を除き、吹き付けアスベストの除去が完了しました。

（2014年夏期全て完了予定）

法令順守状況
吹き付けアスベストの除去が完了

　2013年度の近隣からの苦情は次のとおりでしたが、速やかに対応しています。

苦情対応
地域と共生していくために対応しています

事 業 所 名 発 生 時 期
（対策実施時期） 苦 情 内 容 対 策 内 容

広島工場 2013年8月
（2013年9月）

敷地内フォークリフトのブザー音およ
び廃棄物処理時の騒音、マナー苦情

・ブザー音量の引下げ
・廃棄物処理時の指導徹底

秦野製作所 2013年11月
（2014年１月）

社員用駐車場付近での車の騒音
外部の者による行為であることが判明
・警備員による夜間巡回の実施
・所報による注意喚起の実施 ◦広島工場

　「危険物保安監督者」に任
命している社員が広島県危
険物安全協会連合会から表
彰されました。これは、日々の
危険物倉庫内の整理・整頓、
および取り扱う危険物の指定
数量の倍数管理が徹底でき
ていることによる受賞です。
同社員は2012年度に東広島
市の東広島危険物安全協会
より「優良危険物取扱者」と
して表彰を受けています。

 Voice

安全性はもちろん、
環境にも配慮
製造部門

白石 勇矢さん

　危険物は各作業区関係者協力のもと管理しており、今回の
受賞も関係者の協力のお陰です。設備導入や改造の際は、溶剤
を使用しない・削減する意思を入れ、火災リスクのみならず、
環境負荷軽減も狙っています。今後は事業所として評価される
よう、さらなる安全性の追求と後継者の育成に努めていきます。
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環境パフォーマンス
スタンレーグループでは、地球温暖化防止をはじめとするさまざまな活動を推進して

います。その環境活動を効果的に進めていくためには、事業活動による環境への負荷

やそれに関わる対策の成果を環境パフォーマンスとして、的確に把握・評価していく

ことが重要と考え取り組んでいます。

2013年度の活動結果
　スタンレーグループの2013年度の主な目標と達成状況は、次のとおりです。環境負

荷の低減に向けた活動のほかに、環境への意識向上を促すため、環境月間・社内報への

環境情報掲載など、機会を捉えて、積極的な啓蒙も行っています。

内 容 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度
単体売上高（百万円） 145,737 150,456 148,501 146,317 160,739
基準年度に対する売上高比① 1 1.032 1.019 1.004 1.103 

IN
PUT

電力使用量（千kWh）

実績値 141,617 151,041 145,988 139,233 143,209
補正値 － 146,149 144,308 142,183 156,204
環境保全効果 － 4,892 1,680 -2,950 -12,995
評価 － × × ◯ ◯

水使用量（千m3）

実績値 440 465 452 413 388
補正値 － 454 448 442 485
環境保全効果 － 11 4 -29 -97
評価 － × × ◯ ◯

OUT
PUT

CO2排出量（t-CO2）

実績値 54,500 58,780 56,406 53,523 54,892
補正値 － 56,244 55,536 54,718 60,114
環境保全効果 － 2,536 870 -1,195 -5,222
評価 － × × ◯ ◯

廃棄物等発生量（t）

実績値 3,992 4,210 3,904 3,841 3,902
補正値 － 4,120 4,068 4,008 4,403
環境保全効果 － 90 -164 -167 -501
評価 － × ◯ ◯ ○

再資源化量（t）

※ 環境保全効果の値は 
プラスが効果がある

実績値 3,969 4,153 3,889 3,832 3,878
再資源化率② 99.40% － － － －
補正値 － 4,185 3,881 3,818 3,878
環境保全効果 － -32 8 14 0
評価 － × ◯ ◯ ◯

最終処分量（t）

実績値 8 6 4 9 8
最終処分率③ 0.19% － － － －
補正値 － 8 7 7 7
環境保全効果 － -2 -3 2 1
評価 － ◯ ◯ × ×

　基準年度を2009年度として売上高に対する相対値にて、各年度の環境保全効果

（物量）を評価しています。2013年度INPUT-OUTPUTの結果は、最終処分量を除く

全ての項目について達成しました。

環境保全効果（物量）
2013年度は6項目中5項目について達成

評価：良化した場合を○、悪化した場合を×としています。
補正値=基準年度実績値×基準年度に対する売上高比①

なお、再資源化量および最終処分量は下記で補正しています。
　再資源化量補正値=再資源化率②×当該年度廃棄物等発生量
　最終処分量補正値=最終処分率③×当該年度廃棄物等発生量

項 目 状 況

環境法規の取り組み 目標 事業活動関連法規順守の継続 ○実績 環境法規順守の継続

環境配慮設計
目標 地球環境に貢献する環境配慮製品の（継続的）提供

○実績 環境配慮設計チェックリスト100%実施
設計関連部門への教育実施

地球温暖化防止

目標 CO2付加価値額原単位：80.6t-CO2／億円以下
（2009年度比4%以上削減） ○

実績 CO2付加価値額原単位：79.3t-CO2／億円（2009年度比5.5%削減）

目標 物流領域
売上高原単位：0.33GJ／百万円以下（2012年度比1%以上削減） ○

実績 売上高原単位：0.33GJ／百万円（2012年度比1%削減） ○

資源循環／廃棄物削減

目標 付加価値額原単位：5.68t／億円以下（2012年度比1%以上削減） ○実績 付加価値額原単位：5.34t／億円（2012年度比7.0%削減）
目標 ゼロエミッションの継続 （最終処分率1%以下） ○実績 ゼロエミッションの継続（最終処分率0.21%）

汚染防止／製品環境

目標 環境ゼロディフェクトの継続
化学物質使用量の削減

○
実績

蛍光X線検査等による環境負荷物質非含有の検証を実施し
環境事故ゼロの継続
8事業所にて実施し、代替キシレンの採用により、キシレンの削減実施

生物多様性の取り組み 目標 地域の生態系保全活動に貢献 ○実績 社会貢献活動やボランティア活動の実施
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事業活動における環境負荷の全体像

　事業活動に伴う環境負荷でINPUT項

目の主なものは、原材料、エネルギー、水、

化学物質、車両燃料の使用があります。一

方OUTPUT項目は、大気ではCO2・NOx・

SOx、水環境への負荷はBOD・COD、廃

棄物・化学物質の排出などがあります。

　これらの環境負荷を定量的に把握し、

省資源、省エネルギー、廃棄物・化学物質

排出量などの削減活動を実施しています。

2013年度の事業活動における環境負荷（国内全事業所データ） （）内：前年度比の増減率

I N P U T（投入） 事業プロセス O U T P U T（排出）

研
究
開
発
・
設
計

製
造

販
売

浄
化

回
収
・
リ
サ
イ
ク
ル

調
達

原材料
樹脂材料 25,778t （ -1.2%）

塗料 425t （  5.5%）

ガラス 151t （  9.4%）
大気環境への負荷
NOx 6.0t （  -6.3%）

SOx 18.1t （   2.8%）

水環境への負荷
BOD 3.2t （-20.0%）

COD 0.8t （   0.0%）

水
上水 137千m3 （ -6.8%）

地下水 185千m3 （ -5.6%）

その他用水 66千m3 （ -5.7%）

廃棄物
総発生量 3,902t （   1.6%）

再資源化量 3,878t （   1.2%）

最終処分量 8t （ -11.1%）

温室効果ガス
CO2 54,892t-CO2（   2.6%）

車両燃料
ガソリン 346kℓ （   2.1%）

エネルギー
電気 143,209千kWh（  2.9%）

灯油 250kℓ （26.9%）

軽油 5kℓ （25.0%）

重油 750kℓ （ -6.4%）

LPG 177t （  -1.1%）

都市ガス 366千Nm3（ -6.9%）

環境報告書2014

化学物質
排出量 46.7t （  10.1%）

移動量 14.8t （ -11.9%）

※ PRTR 届出物質を対象

化学物質
取扱量 242t （ -4.7%）

※ PRTR 届出物質を対象

事業紹介 社会とのかかわり
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CO2付加価値額原単位
  79.3t-CO2／億円

CO2国内総排出量
 54,892t-CO2
 （前年度比1,369t-CO2増）

2013年度実績

地球温暖化防止に向けた取り組み
地球温暖化防止にあたってはムダを省き、適正にエネルギーを使用することが基本となります。

スタンレーグループで使用するエネルギーの約95%が電力です。そのため、地球温暖化防止に向けて電力量削減が重要と捉え、取り組みを推進しています。

　2013年度のCO2国内総排出量は、生産増により前年度比1,369t-CO2増の54,892t-

CO2（前年度比2.6%増）となりました。付加価値額原単位については、80.6t-CO2／億円

以下（2009年度比4%以上削減）を目標に取り組み、79.3t-CO2／億円（同5.5%減）で目

標を達成しました。

　目標達成には、高効率設備への更新や運用改善、重設備の省エネなどの固定電力の低減

施策が大きく寄与しました。

CO 2排出量の削減状況
CO2総排出量は増加も、設備や運用の見直しで付加価値額原単位は目標達成

　スタンレーグループでは、事業活動に伴い使用するエネルギーを、最適化することに

より、地球温暖化防止に努めています。

使用エネルギーの適正化に向けた取り組み
エネルギーの最適化で地球温暖化防止に貢献

CO2排出量および原単位の推移

83.9

0

20,000

40,000

60,000

20132012201120102009 （年度）

その他電力量分 付加価値額原単位

CO2排出量 原単位

75

80

85

90

79.3

（t-CO₂／億円）（t-CO₂）

84.8 84.5

83.4

54,500
58,780

56,406
53,523 54,892

●電力の見える化でムダを削減

　電力の見える化を推進するため電力計を導入しています。電力計の設置基準を定め、

建物ごとから、生産共通設備ごと、生産設備ごとに細分化し分析することで、使用電力

の削減を進めています。また、生産設備では完成数と組合せ、製品1個当たりの電力を

把握し、さらなるムダな電力の削減を図っています。

電力計の活用

主な設備投資

内 容 投資金額
（百万円）

削減電力量
（千kWh）

削減CO2量
（t-CO2）

生
産
設
備

洗浄装置の
ヒートポンプ化 19 232 81

冷却水ポンプ等の
インバーター化 8 339 119

その他の更新 275 203 71

付
帯
設
備

照明設備の
LED化・高効率化 18 304 106

その他の
高効率化 107 428 150

●設備投資

　スタンレーグループ（海外含む）では、設備

の省エネルギー化を推進するために『スタ

ンレー設備環境指標ガイドライン』を制定。

ガイドラインに基づいて設備投資を行うこと

で、環境に配慮しCO2排出量の削減に取り

組んでいます。

ガイドラインに基づいた設備投資を実施

環境報告書2014

※  電力に係るCO2量の算出には、電気事業連合会公表の
電力使用端CO2排出原単位を適用
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地球温暖化防止に向けた取り組み

使用エネルギーの適正化に向けた取り組み
エネルギーの最適化で地球温暖化防止に貢献

エコカーの導入

　スタンレーグループでは、環境保全の観点か

ら、社有車の切り替え時にハイブリッド車およ

び電気自動車などのエコカーを順次導入してい

ます。全車両に対するエコカーの導入が進み、

2013年度導入率は96%を継続し、燃費向上に

大きく寄与しています。また、社員がエコドライ

ブにも努め、ガソリン使用量削減によるCO2排

出量削減に取り組んでいます。

ヒートポンプ導入

　秦野製作所では表面処理設備で洗浄水の加熱を、電気ヒー

ターからヒートポンプに変更した結果、消費電力を約57%削

減できました。またヒートポンプの排熱（冷風）を室内に放出

することで、ほかの装置排熱などによる工場内の温度上昇を

抑制し、空調の冷房負荷を低減しています。

チラー室外機洗浄

　いわき製作所ではチラー室外機を専用の洗浄剤

で洗浄することで、性能を回復させました。また、

機器の寿命を延ばすため、防錆剤を施しました。こ

れにより使用電力を年間194,960kWh削減でき

ました。

輸送効率の改善

　積載率に適した車格の選択と統廃合による便

数の削減、得意先引取物流の拡大による削減な

ど、サプライチェーンにおける輸送効率化にも取

り組み、環境に配慮した物流を継続しています。

2013年度のエネルギーの使用に伴うCO2排出

量は目標3,575t-CO2に対し、実績3,632t-CO2
（1.6%増）となりました。なお、原単位目標・実績

とも0.33GJ／百万円で目標を達成しました。

●CO2排出量削減

●省エネルギーへの取り組み

輸送効率の改善推移

エコカー導入率

エコカー導入率
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CO₂排出量 売上高原単位
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0.34

0.36

0.38
3,713 3,815

3,607
3,416

3,632

0.372

0.330 

0.341 

0.354

0.370

（GJ/百万円）

　秦野製作所・浜松製作所・広島工場では、コンプ

レッサーをインバータタイプに更新しました。ま

た、複数台使用工場では、使用空気に合わせ最適

な台数制御を行うことで、ムダな運転を省き年間

297,690kWhを削減しました。

コンプレッサーインバータ化

平均電力の比較
平均電力(kW)

約
57%
削減

0
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40
38.3

ヒートポンプ電気ヒータ

16.4
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資源循環（廃棄物・水）の取り組み
廃棄物削減に向けた活動では、開発・設計段階で製品の小型化・軽量化による廃棄物発生の抑制、製造および廃棄の段階においては

歩留まり改善活動や廃棄物の分別によるリサイクル活動などを実施し、埋立廃棄物をゼロに近づけるゼロエミッション活動も行っています。

また水についても、啓蒙活動による節水や製造工程の見直しによる水使用量の抑制・再利用などを図り、使用量削減に取り組んでいます。

　工場では、製造工程で製品・治具の洗浄、

冷却などで多くの水を使用しています。貴

重な水資源を効率的に活用し、使用量を

削減するため、各工程での再利用や節水な

どの日常管理によるムダの排除などに取

り組んでいます。2013年度の水使用量は、

388千m3で、前年度比6.1%削減すること

ができました。

水使用量の状況
水資源の再利用や節水により前年度比6.1％削減

洗浄回数の削減

　自動車ランプ製造には、ゴミや油分・静電気除去のため必ず

洗浄工程が必要です。そこで使用している水はフィルターを通し

て汚れを取り除き、循環利用しています。さらに一部の工場では

品質等への影響がないことを確認したうえで、従来の2回洗浄か

ら1回に変更。使用量の削減を図っています。

●水使用量削減の取り組み

　2013年度の廃棄物等発生量は、前年度比61t増加し、3,902t（前年度比1.6%増）とな

りました。付加価値額原単位については、5.68t／億円以下 （2012年度比1%以上削減）

を目標に取り組み、5.34t／億円（同7.0%減）で大幅に目標を達成しました。

　また最終処分量は前年度比1t減の8t、最終処分率0.21%となり、引き続きゼロエミッ

ション※を継続しています。

廃棄物等発生量の削減状況
付加価値額原単位では目標を達成

＊ 2013年度より、一時的に発生する設備・金型を除いたものを廃棄物削減
目標とし、付加価値額原単位2012年度比年1％以上削減に変更しました

廃棄物等発生量および原単位の推移

0
20132012201120102009 （年度）

金属くず
最終処分量

廃プラスチック類 その他紙くず
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水使用量の推移

水使用量
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付加価値額原単位
  5.34t／億円

廃棄物等発生量
 3,902t

 （前年度比61t増）

2013年度実績

1時間あたりの
水使用量 変化

水使用量(ℓ)
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※ 廃棄物等発生量あたりの最終処分量の
値が重量比で 1％以下
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環境配慮設計
スタンレーグループでは、環境に与える負荷を最小限にし、“豊かな価値の創造と環境との調和”を実現するため、

ライフサイクル全体で省エネルギー・省資源・汚染の予防を推進し、グローバルで環境負荷を低減することに、取り組んでいます。

　二輪車では国内初のLEDヘッドランプに当社製品が採用さ

れています。これまで四輪車で培った技術とともに、車体の振動

がランプに伝わりやすい二輪車でも安定して稼動できるよう開

発しました。当LEDヘッドランプは、従来品ハロゲンランプに比

べて、53%の省電力が図れます。また世界最小意匠サイズを確

立し、デザインの自由度が従来品よりも向上しています。今後は

軽量化などさらなる環境負荷低減に挑戦していきます。

省電力
二輪車用LEDヘッドランプ

　自動車用LEDランプ点灯回路で、LED回路構成を工夫し、

部品の削減と省電力化を実現しました。LEDを安定して点

灯させるためには、常に電圧を一定に調整する必要がありま

す。しかし自動車は電圧変化が多いため、上げ下げの電圧調

整が必要だった回路構成を、開発品は上げるだけの制御方

式に調整することで、回路損失5％の低減と部品の削減に

つながりました。

使用する資源の削減
最適回路設計による損失低減と部品削減

ヘッドランプ1灯あたりの
消費電力
(W)
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回路損失
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20
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15
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5%
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　レンズ付きチップタイプのLEDで、レンズ設計を最適

化することにより、明るさが同等なままで、パッケージを

3216サイズから1608サイズにすることができました。

これにより31%の小型化、78%の軽量化を実現できま

した。

省資源・軽量化
小型パッケージ化で省資源化・軽量化を実現

レンズ付きチップタイプLED
1個あたりの重量

開発品従来品
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　光沢感が要求されるパネル製品におい

て、従来は樹脂に塗装をしていた製品を、

樹脂流れ模様が出ない成形方法を活用し、塗装レスを実現。塗料および塗装時に発生

するVOCの削減ができました。

汚染の防止
塗装レスによる省資源・汚染防止

環境報告書2014 事業紹介 社会とのかかわり
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環境配慮設計

●チェックリストによる評価
　 　右の評価例のように3点
を標準とし、各項目で上回
るような製品づくりを目指
しています。

評価概要

　当社では環境に配慮した製品づくりを推進するため、『環境配慮設計ガイドライン』を制

定し、全ての製品設計に適用しています。環境負荷を可能な限り低減させるため、チェック

リストを使用し評価することで、環境配慮性の向上に努めています。

　評価項目は❶省エネ❷法規・規格❸省資源❹リユース・リサイクル❺分解性❻長寿

命化❼梱包の適正❽情報提供の8項目を、数値化して評価しています。また、製品ごとの

環境効率の算出にも取り組んでいます。

　全ての製品を同じ指標で比較することができるため、それぞれの強み・弱みを明確にし

て製品設計に反映し、製品環境対応レベルの向上に取り組んでいます。

LCA（ライフサイクルアセスメント）
チェックリストを使用し、環境配慮設計を推進

標準

評価例
❽情報提供

❼梱包の適性

❻長寿命化

❺分解性

❹リユース・
　リサイクル

❸省資源

❷法規・規格

❶省エネ

1
2
3
4
5

●環境効率の算出
　 　環境効率は製品の価値と環境負荷をバランスして評価する指標です。当社でも、製品価値の
定義を決めて算出を開始しました。
　　　環境効率=製品価値／CO2排出量（製品製造まで）
　　今後、従来品との比較をすることで、環境効率を評価できるよう活用を進めていきます。

環境報告書2014

CO2排出量の推移 廃棄物発生量の推移

海外生産拠点の取り組み
海外の主要生産関係会社における環境負荷および活動内容は次のとおりです。

2013年度の事業活動における環境負荷
（海外主要生産関係会社データ：13社） （）内：前年度比の増減率

I N P U T（投入） 事業
プロセス

O U T P U T（排出）

廃棄物
廃棄物

 23,229t （4.5%）

温室効果ガス
CO2
354,401t-CO2（7.5%）製造

水
水使用量 1,264千m3 （-15.6%）

エネルギー
電気 439,357千kWh（   4.0%）

ガソリン 893kℓ （  -8.1%）

灯油 3kℓ （ 50.0%）

軽油 560kℓ （-19.0%）

LPG 237t （  11.3%）

天然ガス 1,860千m3 （    8.1%）

都市ガス 2,742千m3 （  40.7%）
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※ CO2量は（一社）日本電機工業会編「各国における発電部門
CO2排出原単位の推計調査報告書-Ver.3」を基に算出
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温室効果ガス排出量の把握・削減活動

●国内での研修
　 　グループ全体として削減手法の
共通化を図るため、海外グループ
関係会社の実務者を対象に日本で
「グローバル環境実務者研修会」
を開催しました。3日間の研修で
は、省エネ手法、改善事例の見学
を通して、省エネルギー施策の着
眼点の共有化を図りました。

●海外拠点での教育
　 　2013年度はべトナムスタンレー、
タイスタンレー、エイシアンスタン
レーに、日本の環境担当社員が把
握方法・削減手法の教育を実施し
ました。現地でのGHG取り組み
状況に合わせ、活動を強化できる
ように取り組んでいます。

省エネルギーへの取り組み

●省エネパトロールの実施
　 　インドネシアスタンレーでは、日本の環境担当社員が省エネパトロールの実践指導を行い、
環境施策の重要性、具体的な省エネ手法の理解を深めてもらいました。その後、現地スタッフに
よる継続した省エネパトロールが実施され、省エネ活動を定着させています。

●海外優良省エネ事例の水平展開
　 　海外の優良省エネ事例をグループ全体に展開しています。2013年度は、コンプレッサー運転の効
率化を展開しました。これは、コンプレッサーの吸気を、高温多湿の外気から、定温低湿なクリーン
ルームの排気に変更することで除湿負荷が低減され、その結果５％の省エネにつながったものです。

●電力計活用による省エネ推進
　 　スタンレーグループでは電力計設置による使用電力量の分析を進めていますが、2013年度
はベトナムスタンレーにおいて電力計設置が完了し、使用電力を分析して省エネにつなげる活動
を始めています。

外気

圧縮空気

コンプレッサー

40℃ 25℃ 圧縮空気

コンプレッサー

クリーンルームから
多湿 低湿

環境報告書2014

海外生産拠点の取り組み

　温室効果ガス（GHG）排出量に関して、世界的にサプライチェーン全体を通しての
把握・削減が求められています。こうした世界情勢に対して、海外のスタンレーグルー
プへ把握方法・削減手法の水平展開を図っています。

事業紹介 社会とのかかわり

環境
パフォーマンス
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CEATEC JAPAN

環境コミュニケーション

社会への貢献社会とのかかわり
スタンレーグループは社会の一員として、事業活動を通じた社会への貢献はもとより、

地域とのより良い関係を維持できるよう努めています。また社員のボランティア活動

などさまざまな活動を通して社会貢献に取り組んでいます。

　スタンレーグループでは、展示会に出展し、当

社製品を通して環境へ配慮した取り組みなどを

紹介しています。またさまざまな活動の場を通

じて、多様なステークホルダーの方々とより一

層のコミュニケーションを図っています。

外部コミュニケーション
多数の展示会にて取り組みを紹介

　スタンレーグループでは、エネルギーや原材料などの使用量を最適化し事業活動に

よる環境負荷の低減や、環境にやさしい製品を提供することで社会での環境改善を

図っています。また社会貢献活動やボランティア活動なども実施し、さまざまな活動を

通して生物多様性の取り組みを行っています。

生物多様性の取り組み
ボランティア活動への積極的な参加

会社の取り組み
東日本大震災復興支援のチャリティを開催

　スタンレーグループの社員一人ひとり

が、社会・地域・会社のあらゆる場面にお

いて環境を常に意識し、積極的に環境に

配慮した行動ができる風土・人材づくりを

推進しています。

内部コミュニケーション
社内報で環境意識を向上

東京モーターショー東京オートサロン

スタンレーグループ社内報には毎号環境
コーナーを設け、2013年度には社員の環
境活動を掲載し、環境意識向上に努めて
います。

　スタンレー電気は、（一社）日本女子プロゴルフ協会公認の ｢スタンレーレディスゴルフトー

ナメント｣を毎年開催しています。

　2013年度は前年に引き続き ｢東日本大震災復興支援｣チャリティ企画を実施し、出場選手

の成績に基づいた金額1,133万円を、岩手県・宮城県・福島県の震災遺児支援活動に寄付しま

した。また、ゴミ分別のために会場へエコステーションの設置や、静岡県森林組合連合会へ苗

木1万1千本相当の寄付など、環境に配慮したさまざまな活動も行っています。

●スタンレーレディスゴルフトーナメントの開催

社内報での
環境周知コーナー
「えこっこのエコ活
レポート」

環境報告書2014 環境パフォーマンス事業紹介
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浜松製作所

社会への貢献

地域環境活動
各事業所でCO2削減活動に参加

　横浜地区3事業所では、ペットボトル

のキャップ回収（エコキャップ運動）に参

加しています。キャップ回収は2013年度

までの累積で191,400個となり、その売

却金による世界の子どもたちへのワクチ

ン寄付は約240人分となりました。また

キャップを分別・回収することで、焼却に

よるCO2削減にも貢献しています。

●横浜事業所での取り組み

地域・家庭での取り組み
各地で地域の皆様とクリーンアップ活動を実施

　スタンレーグループ（国内）では、環境省が主催する地球温暖化防止のための消灯の

主旨に賛同し「CO2削減／ライトダウンキャンペーン2013」に全事業所で参加しまし

た。各事業所では社員への周知を行い、外灯看板・駐車場・玄関などの照明類の一斉消

灯を6月21日～ 7月7日に実施し、CO2削減に貢献しました。今後も社会全体で行われる

活動にも積極的に参加していきます。

●ライトダウンキャンペーンへの参加

 Voice

今後も社会貢献活動を続けたい
新潟製作所　管理部門

笹井 香織さん

　社員とそのご家族の有
志30名が参加し、工業団
地と敷地のクリーンアッ
プを実施し、終了後には
芋煮会も開催しました。
周辺もきれいになり気
持ちよくひと汗かいた後
に、皆で食べる芋煮は一段とおいしく、お互いの労をねぎ
らいました。今後もこのような活動を通して社会に貢献
していきます。

点灯時 消灯時

　スタンレーグループでは、地域社会への貢献として、

社員およびそのご家族や地域住民の方々と、クリーン

アップ活動を実施しています。

●クリーンアップ活動

山形工場

広島工場

宮城製作所

鶴岡製作所

環境報告書2014 環境パフォーマンス事業紹介
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