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編集方針
  1997年に「環境報告書」（地球環境問題
への取り組み）を創刊し、2006 年にタイ
トルを「環境・社会報告書」と変更し8回
目、本年で通算17回目の発行となります。
　本報告書は、当社のCSR（Corporate 
Social Responsibility: 企業の社会的責
任）活動についてご理解いただくため、
主要生産関係会社の環境パフォーマンス
データも含め記載し、情報開示の充実につ
とめました。
　記載項目については、環境省発行「環
境報告ガイドライン（2012）」を参考にし、
図、表、写真を有効に使用し、文章もできる
限りわかりやすい内容となるよう心がけま
した。
　巻末にアンケート用紙を添付しており
ます。本報告書をお読みいただき、取り
組み内容、情報の開示等について、ご意見・
ご感想をいただければ幸いに存じます。
いただいた皆様のご意見・ご感想は、
今後の取り組み内容、情報開示の充実に
活かしていきたいと考えています。

対象分野 
環境的側面、社会的側面

対象範囲
関西ペイントおよび主要な国内関係会社
《関西ペイント販売（株）、（株）カンペハピオ、
日本化工塗料（株）、宇都宮化工（株）、三好
化成工業（株）、久保孝ペイント（株）、（株）
カンペ赤穂、NKMコーティングス（株）》の
取り組みです。
なお、当社事業所内の関係会社の環境
パフォーマンス集計結果等は関西ペイント
各事業所の集計結果に含まれます。

報告期間
2012年 4月1日～2013年3月31日の
データを記載 

次回発行時期
2014年６月（日本語）予定
2014年8月（英語）予定

（Corporate Reportとして）
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2013年6月　代表取締役社長

　建築用塗料では、日本古来の壁材である「漆
しっくい
喰」の優れ

た機能を塗料で再現し、独特の風合いや質感に加え、消臭・
抗菌・吸湿など室内環境改善や生活空間の快適性を実現
する「アレスシックイ」など、塗料そのものの機能で環境改善
を実現する技術開発を進め、環境保全につとめています。

　当社グループは、塗料開発段階から環境負荷の少ない
原材料の使用につとめ、環境に配慮した塗料を設計するの
はもちろんのこと、塗料の製造、そして使用、さらには塗
料が塗膜としての役割を終えるまでの全ての段階において、
地球環境への影響に配慮する必要があると考えています。
　グローバル展開の拡大にあたっては、環境対応は全ての
地域、国において果たすべき必須の使命と位置づけ、各地
域、国の法規制等に適合した安全で安心してご使用いただ
ける製品を提供することはもちろん、環境負荷低減を実現
する製品およびサービスを展開してまいります。
　当社グループでは、環境マネジメントシステムを構築し、
環境負荷低減に対する取り組みを推進しています。取り組み
にあたっては、（一社）日本化学工業協会のレスポンシブル・
ケア（RC）、（一社）日本塗料工業会のコーティング・ケア（CC）
活動と連携し、グループ独自の「アレスエコプラン」を策定
し、地球環境保全に向けた具体的目標を掲げ、自主的活動
を推進しています。本報告書では、2012年度活動につい
ての総括と2015年度に向けた取り組み目標を記載してい
ます。

　本書をご高覧いただき、関西ペイントグループの環境およ
び社会に対する貢献活動についてご理解をいただければ
幸甚です。　

　関西ペイントグループは、塗料事業を通じ、「顧客に満足
される製品及びサービスを提供することによって社会に貢
献する」ことを経営の基本理念としています。
　塗料は、私たちの暮らしのなかで様々なものに塗られ、
美しい色やデザインで製品自体の価値を高めるとともに、
製品素材を腐食から護り、それを永く維持するために使用
されています。つまり、塗料そのものが環境保護の一役を
担い、社会に貢献しています。
　当社グループは、2013年度を初年度とし、3ヵ年で展開する
第14次中期経営計画をスタートしました。この中期経営計
画では、特にグローバル化の加速を重点方針として掲げ、一
層の事業拡大ならびに展開地域の拡大を目指しております。
このグローバル展開の拡大にあたっては、様々な地域、国ご
とに求められる顧客ニーズに対し迅速かつ的確に対応する
ことで競争力の高い製品を提供し、その実現をはかります。
これに加え、当社は世界的に有名なサッカーチームである
マンチェスター・ユナイテッドと公式グローバルパートナー
契約を締結しました。この協力関係は、当社グループおよび
製品の認知度を高め、世界の様々な地域・国における事業
展開において効果的に寄与するものと思います。
マンチェスター・ユナイテッドが世界規模で多くのファン

に支持されるように、当社グループもグローバルでより多く
の顧客に対して満足される塗料を提供し、社会に貢献して
まいります。

　当社グループは、水性塗料・粉体塗料・ハイソリッド塗料
など、環境負荷の低減と環境改善に有効な塗料の技術開発
に力を入れています。
　自動車用塗料では、ボディ向け塗料の水性化による
VOC削減と工程短縮や塗装設備削減によるトータルエネ
ルギー、CO2排出量削減を実現する水性3Wet塗装の展
開拡大をはかり、お客様の塗装工程において環境負荷低減
に寄与する技術開発を進めています。

環境マネジメントを通じて環境負荷低減を推進します。

環境保全に寄与する技術開発を進めます。

塗料事業を通じ、グローバルでの社会貢献を実現します。

ごあいさつ
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　当社は、1918年の創業以来、各種塗料の分野において、
日本の塗料メーカーでは最も先進的なメーカーとして成長
し、今日では世界の代表的なペイントメーカーの地位を確
立するに至っています。
　当社グループ製品群は、「保護」、「美粧」、「特別な機能の付
与」、「環境への対応」という塗料の重要な役割を果たすこと
によって、幅広い分野において高い評価と信頼を得ていま
す。また、当社独自の先進的な研究開発力をコアに、生産・
物流・販売活動をグローバルに展開することにより、世界中
のお客様に比類のない顧客サービスを提供しています。

事業内容
化学（Chemistry）と科学（Science）の融合で夢のある製品を提供し続けます。

沿革 分野別主たる事業内容

ALESCOは、ラテン語で「未来に向かってはばたく」という意味
のALESと「すばらしい会社」のイメージを持つESCOを組み合
わせたものです。さらにALESCO自体がラテン語で「成長する」
という意味を持ちます。 私たちはALESCOで「翼を広げ､未来に
向かって､大空を飛翔する会社」を目指します。

コーポレートブランド

更なる飛躍を目指し1987年にコーポレートブランド｢ALESCO｣を制定

売上高

(百万円)

(年度)

単独 連結

当期純利益

(百万円)

(年度)

単独 連結

従業員数

(人)

(年度)

単独 連結

年度

分野別売上比率（連結ベース）

工業用塗料

建築用塗料

船舶・防食用塗料

自動車用塗料
（自動車補修用塗料を含む）

名 称 関西ペイント株式会社（英文名 KANSAI PAINT CO., LTD.）

本 社 所 在 地 〒541-8523 大阪市中央区今橋2丁目6番14号

創 立 1918年（大正7年）5月17日

資 本 金 25,658百万円

従 業 員 数 11,409人（連結）　1,621人（単独）

主な事業内容
各種塗料の製造、販売
塗料関連機器装置類の設計、製造、販売
塗装工事の監理
配色設計

ホームページ http://www.kansai.co.jp/

主な事業所
本 店 兵庫県尼崎市神崎町33番1号

本 社 事 務 所 大阪市中央区今橋2丁目6番14号

事 業 所 尼崎、小野、名古屋、平塚、鹿沼、東京、北九州

開発センター 平塚

　住宅、商業ビル、公共施設、すべての
建物を対象とする新築用塗料および塗り
替え用塗料があります。建築物の劣化を
防ぎ美観を創る、優れた建築用機能性
塗料を提供しています。環境配慮塗料が
主役となってきています。

建 築 用 塗 料

　船舶、海上コンテナ、海洋構造物、橋
梁およびプラント向けなどを対象とし、
主として、船舶用塗料と防食用塗料があ
ります。各種被塗物を強固に護り、環境
への影響を最小限に抑制します。

船舶・防食用塗料

　家屋の内外部壁面・屋根・床面などに
使用される塗料を中心として、幅広く
品揃えしています。その他にも塗装関連
用品、ホームケア商品なども取扱ってい
ます。

家 庭 用 塗 料

　自動車本体を保護する新車用塗料で
す。世界的な地球環境保全への関心の
高まりから、水性化の志向が強まってい
ますが、こうした動向を先取りして研究・
開発を重ね、いちはやくニーズに対応し、
高いシェアと信頼を獲得しています。

自 動 車 用 塗 料

　自動車ボディの損傷部の修復用塗料
が対象です。自動車補修用塗料において
も環境への対応と作業効率の向上が求
められ、各種製品を開発し、お客様に提
供しています。

自動車補修用塗料

　カラー鋼板、飲料缶、家電製品、産業
機械、農機具、各種建築資材など幅広い
市場にまたがり、PCM用塗料、缶用塗料、
アルミ電着用塗料などがあります。広範
な分野で使われる、高品質の塗料を安定
的に供給しています。

工 業 用 塗 料

関係会社119社 （2013年3月末現在） 事業所の紹介 （2013年3月末現在）

子会社　91社

関連会社　28社

国内　25社
日本化工塗料（株）/久保孝ペイント（株）/（株）カンペハピオ
関西ペイント販売（株）/カンペ商事（株）/NKMコーティングス（株）
その他19社

海外　66社
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. / THAI KANSAI PAINT CO., LTD.
KANSAI RESIN（THAILAND） CO., LTD.
TAIWAN KANSAI PAINT CO., LTD.
P.T.KANSAI PAINT INDONESIA /PT.KANSAI PRAKARSA COATINGS
SIME KANSAI PAINTS SDN. BHD. /重慶関西塗料有限公司
KANSAI ALTAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
KANSAI PLASCON AFRICA LTD.
その他56社

（株）扇商会
その他7社

国内　8社

湖南湘江関西塗料有限公司/中遠関西塗料化工(天津)有限公司/
中遠関西塗料化工(上海)有限公司
その他 17社

海外　20社

● TAIWAN KANSAI PAINT CO., LTD.

● THAI KANSAI PAINT CO., LTD.
● KANSAI RESIN (THAILAND) CO., LTD.

● SIME KANSAI PAINTS SDN. BHD.
● P.T.KANSAI PAINT INDONESIA
● PT.KANSAI PRAKARSA COATINGS

● 重慶関西塗料有限公司
◆ 湖南湘江関西塗料有限公司
◆ 中遠関西塗料化工 (天津 ) 有限公司
◆ 中遠関西塗料化工 (上海 ) 有限公司

● KANSAI ALTAN BOYA 
  SANAYI VE TICARET A.S.

● KANSAI PLASCON
  AFRICA LTD.

● KANSAI NEROLAC
　PAINTS LTD.

● 本社
● 尼崎事業所
● 小野事業所
● 名古屋事業所
● 平塚事業所

● 開発センター
● 東京事業所
● 鹿沼事業所
●北九州事業所

会社概要 会社概要
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当社のCSRの考え方

経営理念 ビジョン

経営理念・ビジョン

1. 会社の信用を重んじ、顧客に満足される製品を供給することによって社会に貢献する。
2. 英知を育て、技術の革新をはかり、つねに経営の前進につとめる。
3. 和と協調につとめ、総力を結集する。

社　是
（制定:1967年1月）

　「地球環境に優しい、付加価値の高い塗料」の開発を進め、
お客様に満足していただける製品とサービスを提供するこ
とにより、社会に貢献していくことを社是としています。塗
料を新たなる世界に広げていくため、社員一同が果敢に挑
戦し続け、一人一人の叡智を結集した製品づくりを基本理念
においています。その真心をこめた製品とサービスの提供
という使命を果たすことにより、社会の持続的な発展に貢
献することを目指しています。

　企業活動と環境保全活動の調和を基本に、高品質、高性
能、新機能、さらにはコストパフォーマンスに一段と優れた
塗料を開発することにより、グローバルに事業展開を進め、
世界で最も信頼されるリーディングカンパニーを目指してい
きます。当社およびグループ各社は、社是に示す理念のもと、
基本活動指針を定め活動しています。

基本活動指針
（制定:2001年1月）

1. 企業活動のすべての段階において、高い倫理的自覚をもって行動し、法令のみならず社会的規範
も遵守し、公明かつ公正で透明な企業活動を行い、国際社会から信頼される企業を目指します。

2. 社会との共存・共栄をはかるため、各国、各地域の文化や慣習を尊重し、その企業活動を通じ
て社会の発展に貢献します。

3. 地球環境に優しい製品づくりを基本理念とし、すべての企業活動を通じて、環境の保全に自主的、
積極的に取り組みます。

4. お客様の満足を第一に考えた製品・サービスを開発・商品化し、提供します。

5. 従業員の人格、個性を尊重し、各人のチャレンジ精神とチームワークを活かせる環境を育みます。

6. 総合力を活かし、グローバル企業としての継続的な成長により、お客様、従業員、株主をはじめ、
すべての人々の期待に応えます。

　健全な事業活動による持続的成長を前提に、コンプライ
アンス・危機管理に高い意識を持ち、環境保全を主眼に置

いた製品づくりや活動を通じて、社会的な責任を果たしてい
きます。

社 会 貢 献
危機管理 情報開示

内部統制

コンプライアンス環境保全

健全な事業活動

内部統制のとれた業務執行・監視の仕組みをつくり、健全な企業活動を続けます。

＊経営監理委員会：社長を委員長、各部門管掌役員を委員とした内部統制、コンプライアンス、危機管理、情報管理等を統轄する委員会

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選任・監督監査

会計監査

連携 内部監査

監 査 役 会

会計監査人
審 査 室 執行役員

各部門、関係会社

代表取締役社長

取 締 役 会

経 営 会 議

経営監理委員会*

株 主 総 会

社内取締役 社外取締役

社内
監査役

社外
監査役

関西ペイントのステークホルダー

地球環境

従業員 お客様

業界団体

地域社会株主・投資家

取引先
● すべての取引先への誠意ある対応。
● 公正かつ適正な取引条件の設定と
遵守。

● 国内既存事業の強化、新規事業の
育成、海外事業の拡大を通じた、継
続的成長による企業価値の向上。

● 事業活動に関わる有用な情報の正
確な開示。

● 社会との共存・共栄。
● 地域社会との積極的な交流。

● 地球環境に優しい製品の開発・提供。
● 環境保全への自主的、積極的な取り組み。● 従業員のゆとりと豊かさの実現。

● 安全で働きやすい環境の確保。
● 人格、個性を尊重し、チャレンジ精
神を生かせる風土の醸成。

● 仕事を通じた人格、能力向上の支援。

● 塗料業界の一員として、業界との
活発な交流・情報交換の実施。

● VOC（揮発性有機化合物）削減の自
主規制づくり等への主体的な貢献。

● お客様のニーズにマッチした、コ
ストパフォーマンスに優れた製品
の提供。

● 付加価値の高い、環境への負荷が
小さい、安全な製品とサービスの
提供。

関西ペイントグループ

コーポレート・ガバナンス体制 （2013年6月現在）

会社概要 会社概要



7 8Environmental & Social Report 2013 Environmental & Social Report 2013

コンプライアンスの推進・危機管理

コンプライアンスの推進

危機管理

　当社は、法令等の遵守はもとより企業としての社会的責
任を果たすため、「企業倫理規程」をはじめ「企業行動規範」
「企業行動基準」を制定し、「利益と公正」を企業活動の基軸
とする行動指針を明確に打ち出しています。 
　また、当社および当社グループ会社に対して企業倫理の
周知徹底をはかるため、社長を委員長とする「経営監理委員
会」を設置しています。 
　当社では、役員から新入社員にいたる階層別コンプライ
アンス教育の実施、コンプライアンス相談窓口（ホットライ
ン）の設置、社内報を用いた啓蒙活動などを行い、多角的
な活動を推進しています。もし、コンプライアンスに反す
る事案が発生した場合は、迅速に関係部署に周知・協議し、
正確な情報開示を行い、適正に対応しています。

　経営に重大な影響をおよぼす危機への対応や予防の徹
底をはかるため、当社では、 社長を委員長とする「経営監
理委員会」を設置し、想定される各種の危機に対応できる
ように「危機管理規程」、「危機管理基本マニュアル」を制
定し、危機管理体制を構築しています。また、当社の業態
や特性などを考慮して抽出した危機に備え「危機対応マニ
ュアル」を準備し、国内外を問わず、各種の危機情報をい
ちはやく入手して、状況の把握と適切な対応を講じるべく、
危機管理体制の運用と維持に日々つとめています。2012年
度は、国内では、原料メーカーの工場における爆発事故が
発生した際、 関連部署よりなる対策委員会を立ち上げると
ともに、取引先との連携を密にし、サプライチェーン確保に

つとめました。海外においては、平常より、現地会社と緊
密に連絡を取り合い、事業展開地域での危機情報の収集
を行っております。本年1月にインドネシアで発生した豪雨
に対しては、当社グループ社員に自宅待機措置をとるなど
の対応をいたしました。また、自然災害以外の危機に対し
ましても、国内外を問わず、関連機関等よりの情報を精査し、
その内容に応じて「注意喚起」、「警告」として、随時発信し
ています。当社では、今後も引き続き、BCP（事業継続計
画）体制をより強固なものとし、 安定した事業運営を通じて、
お客様と社会より信用をいただき、さらなる社会貢献につ
とめてまいります。 

　当社は、全従業員に『企業倫理ポケットブック』を配布する
とともに、継続的にコンプライアンス教育を実施し、従業員
の意識の向上につとめています。

ポケットブックの配布

関西ペイントのコンプライアンス活動
1994 年 独占禁止法遵守マニュアルを全社に配布

独占禁止法ポケットブックを営業部門に配布

2000年 倫理規程制定

2001年 企業倫理ポケットブックを全社と主要関係会社に配布

2003年 コンプライアンス委員会設置
コンプライアンス推進委員会設置
第 1回コンプライアンスアンケート実施
（コンプライアンス度の把握）
（主要関連会社含む 2500名に対して実施）
社内ホットライン設置

2004年 入社時（コンプライアンス）誓約書提出義務化
新入社員へのコンプライアンス教育実施（以後毎年実施）
新管理職へのコンプライアンス教育実施（以後毎年実施）
第 2回コンプライアンスアンケート実施
（1年の教育成果の把握）
主要関連会社含む全従業員にコンプライアンスビデオ研修実施

2005年 改正独占禁止法のポイントを関連部門に通達
営業担当者へのコンプライアンス教育実施

2006年 経営監理委員会設置
コンプライアンス通信教育受講を昇格の必須要件に設定
主要関連会社含む全従業員にコンプライアンスビデオ研修実施

2007年 企業倫理ポケットブック（第２版）を全社と主要関係会社に配布、
教育実施

2008年 ビデオ研修を全社と主要関係会社を対象に実施
技術部門：知的所有権とは何か
技術部門以外：コンプライアンス意識とは何か

2009年 独占禁止法遵守マニュアル（第３版）を作成、
全社と主要関係会社に配布

2010年 企業倫理ポケットブック（第 2版）を海外向けに編集した物の
中国語版を作成し、中国関係各社へ配布

2012年 関西ペイントグループ 品質保証活動管理要綱規程化

監 査 役

コンプライアンス推進・管理体制

経営監理委員会

社  長

管理本部

法務部

審査室

コンプライアンス推進委員会

危機管理委員会

情報管理委員会

環境保全方針

地球環境問題に関する会社方針 「地球環境保全に関する基本規程」に定める

レスポンシブル・ケア（RC）組織体制

行動指針

 1. 環境負荷軽減および資源保護の持続発展に配慮した新技術・新製品開発を行う。
 2. 顧客との対話を十分に行い、環境配慮型製品の普及を図る。
 3. 顧客での製品の使用時における環境・安全・健康問題発生の予防につとめる。
 4. グリーン調達およびグリーン商品の購入を推進する。
 5. 製品の環境・安全・健康情報の開示を行う。
 6. 事業活動における環境・安全・健康の確保と溶剤蒸気等の放出削減を図る。
 7. 廃棄物・排出物の削減、再利用・再資源化の推進を図る。
 8. エネルギー使用量の削減およびCO2の削減を図る。
 9. 環境・安全・健康問題についての社員、関係会社への教育・啓蒙を行う。
　  ステークホルダーとのコミュニケーションの推進を図る。
 10. 環境・社会報告書の発行・公開を行う。

基本方針

 1. 人間・環境への影響を配慮した製品を提供する。
 2. 人間・環境への影響を予測した事前対策をとる。
 3. 環境・安全・健康に対する認識を高め社会に貢献する。
 4. 環境・安全・健康に関する情報を開示・提供する。

運営指針
　当社は、（一社）日本化学工業協会における「レスポンシブル・ケア実施宣言」のもと、上記の行
動指針に従って地球環境保全の実をあげるために、全従業員が協力してレスポンシブル・ケア
の推進を図る。

チェック見直し

計画 実施・運用

各サイト
環境方針

● 目的・目標
● 実行計画

● マネジメント
   レビュー

● 実施・運用

● 内部監査
● 監視・測定等

製品環境安全委員会
委員長：技術担当執行役員
事務局：品質･環境本部 第2部

●自動車塗料本部
●工業塗料本部
●汎用塗料本部
●Ｒ＆Ｄ本部 
● 生産本部
●国際本部
●グローバル調達本部

市場環境安全委員会
委員長：営業担当執行役員

事務局：営業企画管理本部 営業管理部 

● 営業企画管理本部
●経営企画室
●グローバル調達本部
●生産本部 業務センター

環境安全衛生委員会
委員長：生産担当執行役員

事務局：生産本部 安全環境推進部 

● 生産本部 各事業所
●主要生産関係会社

主な
活動内容

● 操業時の環境負荷低減
●安全・衛生の確保　●環境保全

主な
活動内容

● 環境法規制対応システムの充実
● PL対応

主な
活動内容

● 環境配慮製品の開発
●製品からの有害物質削減

RC（レスポンシブル・ケア）委員会　委員長：社長

全社品質・環境推進委員会

環境管理活動（ISO 14001 活動等）

ＲＣトップ診断　社長、取締役、執行役員、監査役 事 務 局　品質・環境本部

● 中央環境安全衛生診断チーム
●健康・衛生分科会
●全社安全環境推進チーム
●中央省エネ環境対策チーム
●海外・関係会社環境安全推進チーム

全社PDCAサイクルへ反映

アレスエコプラン

● 開発センター
●尼崎事業所
●小野事業所
●名古屋事業所

●平塚事業所
●鹿沼事業所
●東京事業所
●関係会社

環境側面への取り組み 1）  環境マネジメント会社概要
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行動指針項目 目標項目 最終年度（2012年度）目標 2012年度実績 記載
ページ 評価

製品環境安全

製品からの
有害物質の削減

① 販売した製品中の鉛（Pb）量*1） 2003年度実績の70%減　513トン 154トン 150トン/年度出荷（2003年度比71％減） 19 目標を達成

② 販売した製品中の六価クロム（Cr VI）量*2） 2003年度実績の65%減　64トン 22トン 21トン/年度出荷（2003年度比67％減） 19 目標を達成

③ 販売した製品*3）中のT・X・EB量*4） 2003年度実績の27%減　37,200トン 27,100トン 27,000トン/年度出荷（2003年度比27％減） 19 目標を達成

④ 販売した塗料製品中*5）のVOC比率 2003年度実績の12%減　24.4% 21.5% 22.8％（2003年度比7％減） 19 目標を未達成　
（市場要求により水性塗料への切り替えが進まなかった）

環境配慮塗料の普及 環境配慮塗料の販売数量比率98％以上 98% 13 目標を達成

REACH規則 SVHC*6）を制限物質として管理する 100% 公表されたSVHCを全て確認し、このなかで使用され
ている物質を制限物質として管理した 13 目標を達成

環境安全衛生

操業時の環境負荷の低減

① エネルギ－消費量（原単位） 2010年度実績の2.0%減 2010年度実績の3.2%増 22 目標を未達成（生産量減の影響を受け、原単位目標を達成できなかったが、
エネルギー使用総量は減少した）

② CO2排出量（総量：焼却炉含む） 1990年度実績の12%減　　　 1990年度実績の18%減 22 目標を達成

③ 廃棄物の発生量（原単位） 2010年度実績の2.0％減 2010年度実績の5.0%増 24 目標を未達成（生産量減の影響を受け、原単位目標を達成できなかったが、
廃棄物発生総量は削減し、ゼロエミッションを継続した）

④ 廃棄物の再資源化率 99％以上維持 年間平均　99.4％　　　　　　　　 24 目標を達成

輸送時の環境安全の確保

① 輸送時のエネルギー量（トンキロ法原単位）
    2009年度：9.02L/トン（原油換算） 2009年度実績の2.0％減 2009年度実績の26.3％減 23

目標を達成
② 輸送安全の確保 運用の定着化 ラベル表示100%維持 23

安全・衛生の確保

① 災害発生件数（休業） 0件 1件 32 目標を未達成
休業災害（休業日数18日）1件が発生。KYT強化で再発を防止する。

② 有機溶剤・特別管理物質取扱い作業環境
    第Ⅱ・第Ⅲ管理区分職場 0件

・有機溶剤：第Ⅱ管理区分7件、第Ⅲ管理区分１件
・特化則（ホルムアルデヒド）：第Ⅱ管理区分15件、
  第Ⅲ管理区分1件

- 目標を未達成
局排の強化とタンク密閉化で対応

③海外関係会社の安全確保 海外関係会社の安全診断を実施する インド、インドネシア、タイ　実施 33 目標を達成

環境保全活動

① ISO 14001活動 継続して実施する 継続実施 30

目標を達成
② 環境会計の作成 継続して発行する 継続発行 21

③ 環境汚染の予防
 　1）環境測定値
 　2）保安防災（火災、流出等の発生）

・基準値以内
・0件

・基準値以内
・0件 28

市場環境安全 市場環境安全活動

① 国内外環境関連規制法に対する
　 法令遵守実行

・国内各種環境関連規制に対する遵守体制の定着
・海外各国の環境関連規制に対する市場展開に応じた
  遵守体制の検討･構築

・中国法規制改定に伴うラベル表示対応
・MIBK管理濃度改定に伴うSDS表記変更
・水質汚濁防止法改正に伴う啓蒙
・労安法、特化則改正に伴う対応

-

各項目とも継続して実施できた
② 環境対応システムの充実 必要となるシステムの構築 調色品ラベル･SDSに関するシステム改訂 -

③ PL苦情の予防 PL法に関連する苦情０件を目指す 関西ペイント、関西ペイント販売、
NKMコーティングス、カンペハピオとも　０件 -

環境情報の公開
① 「環境・社会報告書」の発行

継続して発行する
「環境・社会報告書2012」（和文）6月発行 40

予定通り情報を公開できた
② 「コーポレートレポート」の発行 「コーポレート・レポート2012」（英文）8月発行 40

*1）鉛（Pb）量：鉛元素量   *4）T･X･EB：それぞれトルエン・キシレン・エチルベンゼンの略称
*2）六価クロム（Cr VI）量：六価クロム元素量 *5）塗料製品：販売したシンナーは含まない。
*3）製品：販売したシンナーを含む  *6）SVHC：Substance of Very High Concern（高懸念物質）

アレスエコプラン2012（2012年度目標と実績評価）

環境側面への取り組み 1）  環境マネジメント
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レスポンシブル・ケア（RC）トップ診断
「利益と公正」の基軸を継続し海外成長市場へのグローバル展開をめざします。

アレスエコプラン2015策定

　レスポンシブル・ケア (RC) 委員会の委員長をつとめる
社長をはじめ経営トップ層に対して、各委員会から年間
の活動推進状況と結果を報告し、生産・技術・営業が
一体となって効率的かつ効果的な全社活動となるよう、
これからの取り組みについての確認と指示を仰いでいま
す。2012 年度のトップ診断では、「アレスエコプラン
2012」の最終年度における国内外の環境規制および安
全・衛生への適正な対応状況、海外の品質保証システム
への取り組みについて報告し審議しました。また、2013
年度からスタートする次期「アレスエコプラン 2015」
の方向性について審議し、RC 活動をより充実したもの
にするため以下の指示がなされました。

　「アレスエコプラン2012」の最終目標を、概ね達成しま
した。今後とも国内外の法規制や、ユーザー要求に的確
に対応した環境負荷の少ない製品、技術の開発を進める
とともに、有害物質削減の取り組みや環境配慮塗料の普
及活動を通じて、地球環境保全に寄与していきます。

　ユーザーニーズにあった製品を、市場へ適正かつ的確
に提供し続けることを目的に、国内外の各種環境関連法
規制の施行・改正に対して、適切に対応できる社内体制・
ルール・システムの構築、およびそれらを定着させる活
動を行い、「アレスエコプラン2012」の最終目標を達成し
ました。引き続き、これら活動を全社的に推進していき
ます。

　引火爆発性のある危険物、健康を害する有害物を扱う
企業の責任として、爆発・火災、環境汚染、健康被害を
発生させないよう、「恒久ゼロ災害」を目指して「常に
安全最優先」の活動をしています。2012 年度は、他社
化学工場での災害事故も教訓として、日々の安全管理を
指導しました。具体的には、委員会の中に設けた5チーム
「①中央環境安全衛生診断 ②健康・衛生分科会 ③全社安
全環境推進 ④中央省エネ環境対策 ⑤海外・関係会社環境
安全推進」で活動を行い、グループ会社において一斉に
実施する安全総点検、委員長をトップとした専門チーム
による中央環境安全衛生診断、年間を通じた KYT（危険
予知訓練）等の教育を実施し、災害の未然防止につなげ
ました。また2011年から開始した危険体験教室は、
関係会社を含めて、ほぼ全員の受講を完了しました。
2012 年度からは、新入社員対象の危険体験教室も開始
し、増加している若年層の災害防止につとめています。

製品環境安全委員会

市場環境安全委員会

環境安全衛生委員会

2012年度トップ診断
指示事項

1.現場を重視した取り組みを通じ、多様化する国内外市場における顧客ニーズ、コンプライアンス
に対応するよう、さらなる管理システムの充実につとめること。

2.品質・環境・安全は、経営の基盤にあたることを自覚して各RC委員会活動を推進すること。

3.これまでのアレスエコプランに基づく活動を着実に前進させ、次期アレスエコプラン2015につ
なげていくこと。

アレスエコプラン2015策定
　次期アレスエコプランでは、これまで進めてきたRC活
動項目に新たな目標を設定し、前進させていきます。
　これと合わせ、世界各国・地域でなされている化学物質
管理、今後当社が予定している国際的な施策を考慮し、
それぞれの国・グループ全体で化学物質による著しいリスク

が生じないよう、それぞれの国・地域における化学物質管理
に関わる法規制の遵守、化学物質管理の強化を進めていき
ます。また、グループ内の海外製造事業所におけるさらな
る安全操業を確保するために、定期的な安全診断に併せて
実施する現地従業員への教育の充実をはかっていきます。

目標項目 2015年度目標

製品環境安全

製品安全活動 国内外の環境法規制情報を収集し、塗料設計へ反映
・国内環境関連法規制遵守維持
・国際条約で規定された化学物質管理規制の
  管理ガイドラインを策定

製品からの
有害性物質の削減

① 販売した製品中の鉛量 2003年度比80%減 

② 販売した製品中の六価クロム量 2003年度比70%減

③ 販売した製品*1)中のT・X・EB*2)量 2003年度比30%減

④ 販売した塗料製品*3)中のVOC比率　 2012年度実績（22.8%）以下  

環境負荷低減製品の普及 2012年度実績（98％）以上

環境安全衛生

環境保全活動

① ISO 14001活動 継続して実施する

② 環境会計の作成 継続して発行する

③ 環境汚染の予防
　１）環境測定値　２）保安防災（火災、流出等の発生）

・基準値以内
・0件

安全・衛生の確保

① 労働災害発生件数（休業） 0件

② 有機溶剤・特別管理物質取扱い作業環境
　 第Ⅱ・第Ⅲ管理区分職場 0件

③ 海外関係会社の安全確保 海外関係会社の安全診断と同時に、
現地社員に安全教育を実施

操業時の
環境負荷の低減

① エネルギ－消費量（原単位） 2012年度比　3.0%減

② CO2排出量（総量：焼却炉含む） 1990年度比　21%減

③ 廃棄物の発生量（原単位） 2012年度比　3.0％減 

④ 廃棄物の再資源化率 99％以上維持

輸送時の
環境安全の確保

① 輸送時のエネルギ－量（トンキロ法原単位） 2011年度比　5.0％減

② 輸送安全の確保 運用の定着化

市場環境安全 市場環境安全活動

① 国内外環境関連規制法に対する
　 法令遵守実行

・国内各種環境関連規制に対する
  遵守体制の定着
・海外各国の環境関連規制に対する
  市場展開に応じた遵守体制の検討･構築

② 環境対応システムの充実 必要となるシステムの構築

③ PL苦情の発生０件 PL法に関連する苦情０件を目指す

環境情報の公開
①「環境・社会報告書」の発行 発行する

②「コーポレート・レポート」の発行 発行する

*1）製品：販売したシンナーを含む。                                                            
*2）T・X・EB：それぞれトルエン・キシレン・エチルベンゼンの略称              

*3）塗料製品：販売したシンナーは含まない。

環境側面への取り組み 1）  環境マネジメント環境側面への取り組み 1）  環境マネジメント
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グローバル対応
　地球規模の環境問題が大きな問題となり、環境問題
に対しての国際的な取り組みの必要性が提唱されてい
ます。化学物質管理においても国際化学物質管理会議
（ICCM:International Conference on Chemicals 
Management)において「国際的な化学物質管理のため
の戦略的アプローチ」（SAICM:Strategic Approach to 

International  Chemicals  Management ) が採択され、
2020年に向けて世界各国・地域で化学物質管理の充実が
はかられています。
　当社は、欧州、中国、台湾、韓国、東南アジア各国などに
製品輸出、事業展開しており、それぞれの国・地域における
法規制を遵守し、適正な対応をしていきます。

　当社は、（一社）日本塗料工業会の分類に基づき、人間・
環境へ配慮した環境配慮塗料の定義を設定し、販売数量比
率を評価しています。2012年度の環境配慮塗料の販売
数量比率は、前年度よりも１ポイント上がり、98％となり
ました。代表的な製品としては、消臭性・抗菌性、吸湿性・
不燃性などの室内環境改善が期待できる建築内装用の塗布
型漆喰塗料 「アレスシックイ」、自動車補修用水性塗料であ
る「レタンWBエコベース」、VOC排出量や PRTR 対象
物質も少なく、長期耐久性に優れる防食用塗料「ユニテク
ト70SF」、船舶の燃費削減効果の期待できる船底防汚塗
料「タカタ クォンタム エクスマイル」、夏場高温となる屋根
面の温度上昇の抑制が期待できる省エネ屋根用高日射反射
率塗料「アレスクール」などがあります。その他、当社の
環境対応技術・製品開発の取り組みをp14～ 16に掲載し
ています。省エネ屋根用塗料について、（一社）日本塗料
工業会が、タイにおいてその効果の実証実験を企画し、

経済産業省平成 24 年度「貿易投資円滑化支援事業（実
証事業・一般案件）」に採択されました。当社は、小型プレ
ハブ実証試験に際して、当社グループ会社であるタイ関西
ペイントの敷地を提供し、これに協力しました。今後も、環境
に配慮した製品の研究、設計、提供を進めていきます。

　塗料、塗膜のライフサイクルを通じた環境負荷を低減
するために、植物由来原料の使用、塗膜の長期耐久性化、
簡素化した乾燥工程への適合化などの製品設計を行ってい

ます。環境負荷を定量的に把握する有用なツールのひとつで
あるLCA手法を、塗料の持つ機能と環境負荷の観点から研
究し、製品設計時の環境負荷低減評価に役立てていきます。

　EUでは、包括的かつ一貫した化学物質管理を目的とし
REACH規則（No 1907/2006）、化学物質と混合物の分類、
表示、包装に関するCLP規則（No 1272/2008)が施行
され、これらを中心とした化学品規制へと段階的に移行
してきています。
　当社では、対象化学物質のREACH規則に則った登録や、
CLP規則に則った分類、表示、包装等、適正な対応を進め
ています。また、発がん性など人や環境に与える影響が深
刻で、使用にあたっては認可を必要とする認可対象物質の
候補として指定された高懸念物質（SVHC）を社内制限物質
として管理しています。

　アジア各国では、新規化学物質の届出制度の新設・改
正や、GHSの導入など、化学品管理に関する法規制の充
実が進められています。中国では新規化学物質の届出制
度が改正され、台湾では、新規化学物質申告制度の新設
が予定されています。GHS導入では、中国がこれを規定し
た法令を施行しており、台湾では対象物質の追加、韓国で
は混合物のラベル、SDSへのGHS表示が近々義務化さ
れます。また、インドネシア、タイ、ベトナム等でも混合
物のラベル、SDSへのGHS表示の義務化が予定されてい
ます。GHSは、化学品を危険有害性の程度によって分類
するもので、国連が提案した国際ルールに基づき、導入さ
れますので、国によりその内容が少しづつ異なる場合があ
ります。当社では、各国の関連法規制等に留意して対応を
進めています。

欧州（EU） REACH規制、CLP規則への取り組み アジア各国における化学品管理法規制への取り組み

環境配慮塗料

環境配慮塗料の販売数量比率

LCA（Life Cycle Assessment）の取り組み

評 価 項 目 内　容

大気汚染低減 ● VOC含有量の少ないもの　
　（水性塗料、ハイソリッド塗料、粉体塗料）

健康・環境
負荷低減

● トルエン・キシレン・エチルベンゼン含有量の少ない塗料
● ホルムアルデヒド含有量の少ない塗料
● 塗膜が汚染し難い、又は、自己洗浄性のある塗料
● 塗膜表面での細菌の増殖を抑制する塗料

省資源 ● 優れた耐候性を有する塗料
● 有機構成成分に天然由来成分を使用している塗料

省エネルギー ● 遮熱機能を有する塗料
● 乾燥、硬化工程で使用するエネルギーを減らした塗料

環境対応技術・製品開発
塗料の研究開発から新分野まで、私達はいつも一歩先を見つめています。

　当社のコア技術は、塗料・塗装・色彩技術です。これらの
技術は、ポリマー合成技術、分子架橋技術、光化学技術、
色彩技術などの基礎技術に支えられています。表面を改質
し、ものの価値を高める全ての用途に、コア技術を拡大し
つつあります。
　1992年に「地球環境問題に関する会社方針」を制定し、
1995年のレスポンシブル・ケア宣言以来、グループ全体で
環境問題に関する取り組みを行っています。

　塗料本来の使命である資源の保護、美観の確保と塗料の
ライフサイクルを通じた環境負荷低減との両立をはかるべ
く、低環境負荷、高性能、高機能製品・技術の研究開発に
注力しています。
   当社は、企業市民、地球の一員として、地球環境保全に
貢献するため、塗料・塗装・塗膜の全生涯にわたる環境対
応技術の構築を目指していきます。

コーティングテクノロジー
Coating Technology

ポリマー合成

ナノテクノロジー

レオロジー制御

界面制御

塗装技術
プロセス技術

分析・物性・解析

光エネルギー

バイオテクノロジー

カラーデザイン
色彩化学

コンピュータ
シミュレーション

Polymerization

Nano-Technology

Rheology Control

Interface Control

Application & Process

Chemical 
& 

Physical Analysis

Light energy

Biotechnology

Color Design, 
Color Science

Computer Simulation

表面を改質し、
ものの価値を

飛躍的に高める技術

塗料の可能性の追求

塗料技術をベースとした
新技術・新分野の開拓

地球と生活の快適環境を
実現する商品の開発

R&D
研究・開発体制

SR研究所

CD研究所

AT研究所

CM研究所

SD研究所

技術企画管理部品質・環境本部

分析センター

研修センター

塗料本部
技術開発部

知的財産室

塗料用合成樹脂の製造に用いる有機溶剤の再利用（SR研究所）

　これまで塗料用合成樹脂は溶剤系塗料で用いられること
もあり、有機溶剤中で製造してきました。昨今、塗料の水
性化が進む中、塗料用合成樹脂も水性化への転換が進め
られています。水性化の手法は、①有機溶剤中で樹脂を製
造後、水系へ変換する、②水媒体中で樹脂を製造する方法
が取られています。①の方法では、水系への変換後、必要
でなくなる有機溶剤は脱溶剤し、廃棄物として処分してきま
した。当社はこの廃棄物として処分していた有機溶剤を
回収、精製して、再利用する取り組みを行っています。
　2012 年、この取り組みにより、８６２ｔの有機溶剤を再利
用することができました。
　今後とも、このような廃棄物の削減、限りある資源の有
効利用に取り組んでいきます。

廃棄物として処分

樹脂
製造

水系
変換 脱溶剤

廃棄
回収・精製（再利用）

水性塗料用
樹脂

これまでの流れ今回の取り組み

有機
溶剤

環境側面への取り組み 2）  研究・開発環境側面への取り組み 2）  研究・開発
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自動車用塗装の環境対応状況 1液型耐汚染塗料の開発

アレスアートシックイ厚膜型

　「漆
しっくい

喰」は、消石灰を主成分としたペースト状の左官用塗
壁材で、独特な風合いや質感に加え、消臭、抗菌、不燃といっ
た優れた機能を持つことから、城や蔵など日本古来の様々
な建物に使われてきました。しかし、漆喰の施工には熟練
が必要で、さらに時間とコストを要するため、幅広い普及
には至っておりません。こういった課題に、「漆喰」の機能
をそのままに手軽な施工を可能にしたのが、当社の漆喰
塗料「アレスシックイ」です。さらに今般、健康的で豊かさ
のある空間でありたいという生活者ニーズをとらえ、

個性的でバラエティに富んだ意匠表現が可能になった
「アレスアートシックイ厚膜型」の販売を開始しました。
　「アレスアートシックイ厚膜型」は、多孔質ローラーや
コテを用いて、「海

か い は

波」「凪
なぎ

」「雲
うんかい

海」「砂
さ も ん

紋」「枯
かれさんすい

山水」を
はじめとする多様なテクスチャーを表現することができる
塗布型漆喰塗料であり、もちろん「漆喰」のもつ消臭性・
抗菌性・吸湿性・不燃性などの機能はそのままに室内環境
改善と生活空間のカスタマイズに最大限貢献する塗料と
して期待されています。

　当社は、このたび、自動車補修用の環境配慮型下地塗
料の ｢ノンクロムプライマー｣ を開発しました。
　近年、環境問題がクローズアップされ、環境保護の観点
から有害物質の規制の動きが強まりつつあります。自動車
メーカーはじめ各種産業分野で有害物質の使用禁止や削減
の取り組みが進められており、鉛や水銀同様に六価クロム
についても、使用を規制される動きが多くなっております。
｢ノンクロムプライマー｣ は、関西ペイント独自の高度な塗
料化技術により開発されたクロム系顔料、PRTR 対象物質
を含有しない環境配慮型高性能プライマーです。
　加えて、本製品を開発したことで、自動車補修塗装にお
ける下地から上塗りに至る全工程において、環境配慮型塗
料による補修が可能になりました。

　樹脂製素材であるバンパーについても水性化が進んでき
ています。国内においては２００５年頃より水性化が始まり、
今ではベースコートの約５０％程度まで水性塗料に変更され
ています。
　塗料の水性化に伴い、塗装ライン設備の改造等の設備投
資が必要になることから水性化促進には需要家の協力が不
可欠であり、今後は需要家におけるライン更新に合わせて
の水性塗料化推進となるものと思われます。

　塗装建材などの壁面にみられる黒っぽい雨スジ汚染は、
雨滴に含まれる砂塵、煤煙等の成分が塗膜に付着したもの
です。これを防ぐためには、一般に塗装表面を水にぬれや
すい親水性にすることが有効であり、主にシリケート化合物
が使われています。シリケートタイプは耐汚染性に優れま
すが、塗料の可使時間に限りがあり、廃棄物として処分し
なければならない場合や、親水性発現が気象状況により不
安定になる場合があります。当社では、屋外建造物に広く
使用されているプレコート鋼板向けに、塗料安定性に優れ、
塗装直後から親水性を示す１液型塗料を開発しています。
　この塗料は塗装直後から親水性を示すため、初期から優
れた耐汚染性を発現します。この塗装表面は水はけがよく、
雨スジ汚染の原因となる雨
滴が残りにくくなっている
ことを高速度カメラを使用
して検証しており、日本塗
装技術協会の第２８回塗料・
塗装研究発表会にて研究発
表優秀賞を受賞しました。

　自動車用塗装における環境対応では、VOCの削減として
塗料の水性化が進められてきており、車体の塗装について
国内主要ラインの大部分で水性塗料が使われています。 
　今後は以下のテーマを中心に、さらなる開発を進めてい
きます。
１）塗装工程でのエネルギー・CO2低減化のため：
　　塗装工程の短縮化や焼付け温度の低温化
２）車体重量の軽量化による燃費向上のため：
　　鋼板から樹脂製素材等への変換の動き 

自動車補修用 環境配慮型下地塗料「ノンクロムプライマー」

塗装表面を流れ落ちる雨滴の様子

バクロ試験によるカット部の腐食状態

【バンパー水性化について】

アレスアートシックイ（厚膜型）が採用された
エントランス

〈塗装工程〉亜鉛めっき鋼板～各プライマー
　　　　　 ～当社2液プライマーサーフェイサー～当社2液ウレタン系モノコートホワイト

仕上げ例

クロム、PRTR
対象物質フリー

優れた付着性 多様な上塗適性

良好な乾燥性

ノンクロムプライマー クロム系プライマー
海波 凪

雲海 砂紋

クリヤーコート

レタンPGエコ　HSシリーズ
レタンPGエコ　RRシリーズ
レタンPGエコ　クリヤーHXシリーズ

レタンPGハイブリッドエコ
レタンWBエコ ベース

ベースコート

※自動車損傷部の補修工程（断面）

クリヤーコート

新車塗膜

ベースコート

電着～中塗り

鋼板

パテ

プライマー

レタンPGエコフィラー2
レタンWBエコ プラサフ

レタンPGエコ パテ

プラサフ

開発品とシリケート型の比較

シリケート
タイプ

塗装直後 経時

持続

主な特徴

・可使時間が短い
・親水化は気象状況の
  影響を受ける

・塗料安定性が良好
・初期から親水性で、
  汚れがつきにくい

開発品

疎水

塗
膜

Si-OR
Si-OR
Si-OR

親水

塗
膜

Si-OH
Si-OH
Si-OH

親水

塗
膜

①雨滴の形が乱れ加速
して流れ落ちる。

②雨滴がつきにくく、汚れ
物質がつきにくい。

①雨滴の形が乱れ
にくい。

②雨滴が残り、汚れ物質
がつきやすい。

乾燥 乾燥

開発品（親水性） 防汚成分なし（疎水性）
① ② ① ②

水性塗料 溶剤系塗料

自動車ボディ用塗料（ベース）の水性化率（2012年度実績）

70
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0
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バンパー水性化率（ベースコート）

環境側面への取り組み 2）  研究・開発環境側面への取り組み 2）  研究・開発



17 18Environmental & Social Report 2013 Environmental & Social Report 2013

グリーン調達・サプライチェーンマネジメント

　当社は、使用する原材料について、全社規程により下記
のように使用区分を明確にし、具体的内容を関西ペイント
環境管理物質一覧表などで取引先等へ公開し、環境に負荷
の少ない原材料の入手につとめています。

関西ペイントの調達方針

サプライチェーンマネジメント

取引業者のグリーン度調査

原材料管理

環境保全について

　一定量以上の購入実績がある原材料メーカーを対象に、ISO 14001認証取得状況を
確認し、納入業者のグリーン度の監視を継続し行っています。

　ELV、RoHS等への対応が要求される海外へ輸出する自動車・家電メーカー等から、
塗料中の有害物質不使用証明等の提出を求められます。特定用途に使用される原材料に
ついては、原材料メーカーに有害物質の管理徹底を申し入れ、必要に応じ対象環境管理物
質の不使用証明や不含有のエビデンス等を入手しています。

　環境に重大な影響を与える可能性がある業務を、運送業者、廃棄物処理業者等に委託
する場合は、作業手順、要望事項を伝達し、事故・作業ミスを減らし、環境保全への協力
を要請しています。

使用原材料の区分

　有害物質管理の徹底を原料メーカーに要請し、顧客の要求に対応しています。

使用禁止原材料 使用禁止物質（当社規程）を規定量以上含有する
原材料で、理由を問わず使用を禁止するもの。

使用制限原材料 使用制限物質（当社規程）を規定量以上含有する
原材料で、削減や用途の限定などを行うもの。

危険・有害性原材料
危険・有害性のある物質（当社規程）を規定量
以上含有する原材料で、一般原材料より厳しい
管理を行っているもの。

一 般 原 材 料 通常の管理で使用できる原材料。

調達方針

1. リーガルマインドに則り公正・公平なお取引を
　お約束します。

2. 国内外を問わず、広くお取引の門戸を開きます。

3. グリーン調達の精神から環境管理体制を整備
　したお取引先を優先します。

4. お取引先と対等で公平な協力関係を築き、
　パートナーシップの継続向上につとめます。

グリーン購入

　品質や価格だけでなく環境への負荷が少ない製品等を優
先的に選んで商品を購入することを「グリーン購入」といい
ます。これは2001年4月に施行されたグリーン購入法（国
等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づ
くものです。当社は、事務用品を中心に、「エコマーク」製品
やグリーン購入法適合物品の購入を促進しています。なか
でも、最も使用量の多い紙類のグリーン購入を積極的に進
めています。とりわけ、コピー用紙については、高白色度を
要求される特定用紙（色彩設計等に使用）を除き、古紙パル
プ配合品の購入を推進しています。

対象製品 購入比率（％）＊

 古紙パルプ 70％のコピー用紙  100％
文具類（スタンプ台、朱肉、製本
　テープ、ファイル、バインダー 他）   68.1％

＊購入比率は、本社事務所における購入金額全額に占めるエコ商品の購入金額
　です。（2012年度通期）

エコ商品購入比率

化学物質管理

　使用する原材料に含有する化学物質を事前評価するシステムを整備し、事前評価を自主的に実行することで、事業所、近隣
住民、および製品の使用時、最終廃棄時における環境・安全・健康の確保につとめています。

新規設計段階での原材料の使用運営ルール

1. 使用禁止原材料

2. 使用制限原材料

3. 危険・有害性原材料

4. 一般原材料

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

YesYes

No
No

No

製品設計計画

既登録品か？

使用制限原材料か？
1. 使用禁止物質を含むか？

2. 使用制限物質を含むか？
3. 危険・有害性物質を含むか？

使用申請・決裁

登　録

設計活動

原材料　使用候補品

新規原材料調査
・ ヒアリング
・ SDS等確認

再検討

全社規程

使用禁止、使用制限、危険・有害性原材料

<使用制限原材料>（使用制限物質を含む既登録原材料）
下記物質を1%を超えて含有する原材料（別途定めたものは除く）

1.労安法第28条3項により健康障害防止指針が公表された物質
2.厚生労働省基発で変異原性物質と指定された物質
3.生殖毒性物質（催奇性物質）
　1）エチレングリコールモノエチルエーテル
　2）エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート
4.化学兵器禁止法の第1種指定物質の原料物質
5. IARCで1または2Aに指定された発がん性物質（使用禁止原材料を除く）
　1）ホルムアルデヒド
　2）六価クロム含有化合物
6.毒劇物取締法で含有量が5%未満でも劇物とされる物質
7.鉛およびその化合物
8.PRTR特定第一種指定化学物質（使用禁止物質を除く）
9.塩素化パラフィン（C10 ～ C13・Cl≧50%）
10.アゾ化合物（ドイツ日用品規制で指定するアミンを発生させるもの）
11.REACH規制でSVHCに指定された物質
12.その他
　1）ジクロロメタン
　2）2－イソシアネートエチルメタクリレート
　3）その他有機塩素系化合物
　4）その他有機臭素系化合物
　5）ポリ塩化ビニル（PVC）及びPVC混合物
　6）HCB（自主管理上限値以内で管理されているものに限る）
　7）PCB（自主管理上限値以内で管理されているものに限る）
　8）PFOA（その前駆体、同類物質含む）
　9）硝酸コバルト（Ⅱ）・六水和物
家庭用塗料においては下記のものを使用制限原材料に追加
1.毒劇物取締法に指定されている物質
　およびこれらを規定量以上含有する製剤
2.「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」で指定される物質
3.メタノール（5%以上含有）

<使用禁止原材料>（理由を問わず使用を禁止するもの）
下記物質を0.1%を超えて含有する原材料（別途定めたものは除く）

1.化審法第1種特定化学物質（28物質）
2.化審法第2種特定化学物質（23物質）
3.毒劇物取締法の毒物（91物質）
4.モントリオール議定書に定めるオゾン層破壊物質（96物質）
5.船舶安全法危告示別表１に記載の物質のうち、
　容器等級1の物質（88物質）
6.労安法の製造禁止物質（8物質）および、特化則第1類物質（8物質）
7.化学兵器禁止法の特定物質（12物質）
　第1種指定物質の毒性物質（3物質）
　および、第2種指定物質の毒性物質（4物質）
8.大気汚染防止法の指定物質（3物質）
9.その他
　1）カドミウムおよびその化合物
　2）石綿
　3）以下の塩素系化合物
　　・塩化ビニルモノマー
　　・PCPおよびそのナトリウム塩
　　・PCT
　4）ビス（トリブチル錫）ジブロモサクシネート
　5）2－ニトロプロパン
　6）エチレングリコールモノメチルエーテル
　7）エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート
　8）以下の有機臭素系化合物
　　・ポリブロモビフェニル  ・ポリブロモジフェニルエーテル
　　・デカブロモジフェニルエーテル  ・ヘキサブロモシクロドデカン

<危険・有害性原材料>
下記物質を1%を超えて含有する原材料（別途定めたものは除く）
1.消防法で規定されている危険物（4類は特殊引火物のみ対象）
2.化審法の監視化学物質、優先評価化学物質に指定されている物質
3.その他人体に強い有害性を及ぼすおそれのある物質

環境側面への取り組み 4）  化学物質環境側面への取り組み 3）  調達
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有害物質削減実績

販売した製品中の鉛

販売した塗料およびシンナー（製品）中のトルエン・キシレン・エチルベンゼン

販売した製品中の六価クロム

販売した塗料製品中のVOC比率

　アレスエコプラン2012開始当初より、「販売した製品中の
鉛量」を活動の指標に、鉛化合物の削減を行っています。
　2012年度実績は2003年度実績の29％にあたる150
トンとなりました。
　鉛含有さび止め塗料から鉛・クロムフリーさび止め塗料
への移行や一部の鉛・クロム含有着色顔料の代替を進めた
ことから、昨年度よりも減少する結果となりました。
　アレスエコプラン2015においても、これまで同様に
「製品で使用する鉛」の削減を進めていきます。

　「鉛」と同様に、「販売した製品中の六価クロム量」を活動
の指標に、六価クロム化合物の削減を進めています。
　一部の鉛・クロム含有着色顔料の代替が進み、2012年度
実績は2003年度実績の33％にあたる２１トンとなりました。
　六価クロムの削減は、耐候性や耐久性などの長期的要求
性能の確認、代替によるコスト高などの課題がありますが、
アレスエコプラン2015においても代替製品の開発と展開
を進め、削減していきます。

　トルエン・キシレン・エチルベンゼン（以下、T・X・EBと
略）を継続的に削減しています。溶剤系塗料から水性塗料
への移行、T・X・EBからより有害性の低い他溶剤への代替、
PRTR対象物質を含まない塗料の市場展開を進め、2012
年度は2003年度実績の27％減である27,000トンとなり、
目標を達成しました。
　今後ともT・X・EBの代替製品の開発を行い、継続的に削
減を進めていきます。

　2012年度の販売した塗料製品中のVOC比率は、水性
塗料、ハイソリッド塗料などの低VOC製品の販売数量が
計画よりも伸びなかったため、2003年度実績の7％減の
22.8％となり、目標に至りませんでした。
　低VOC塗料の市場展開を、これからも、継続的に進め、
VOCが増加しないようにしていきます。

研究開発・生産

物　流

使用（顧客）

原材料購入

エネルギー投入量

水資源投入量

物質投入量
原材料 203，4００ｔ

容器包装材料 ２1，9００ｔ
循環使用量 15,800ｔ

燃　料

上　水 1.1×105ｍ3

地 下 水 3.4×105ｍ3

工業用水 2.8×105ｍ3

水総使用量 7.3×105ｍ3

LPG 3.5×102ｋＬ

灯　油 1.4×103ｋＬ

電　力 5.9×107ｋWｈ
都市ガス 6.7×106ｍ3

Ａ 重 油 5.6×102ｋＬ

生産量 ２０11年度比 3.8％減

輸送時のＣＯ2排出量 5,700ｔ-ＣＯ2

廃棄物（容器等）

ＣＯ2排出量 43,100ｔ-ＣＯ2
ＮＯｘ排出量 9.7t
ＳＯｘ排出量 0.5ｔ
ＣＯＤ排出量 1.8ｔ
廃棄物発生量 24,100t
廃水処理量 16,000t

廃棄物等の排出量 162ｔ
化学物質排出量 98ｔ

回収・リサイクル

マテリアルバランス

マテリアルバランス

物質投入量（原材料） 製品を製造するために使用した原材料の量（容器包装材料、燃料等は除く）
物質投入量（容器包装材料） 事業活動に使用した容器の量
物質投入量（循環使用量） 事業活動により発生した産業廃棄物および顧客で製品使用後発生する廃棄物のうち、当社内で再利用した量
エネルギー投入量 事業活動で使用したエネルギー量
水資源投入量 事業活動で使用した水の量
廃棄物発生量 事業活動により発生した廃棄物の量（廃水を除く）
廃棄物等の排出量 事業活動により発生した廃棄物等の外部中間処理および外部最終処分した量
CO2排出量 事業活動により排出するCO2の量
SOx排出量 事業活動により排出するSOxの量
NOx排出量 事業活動により排出するNOxの量
化学物質排出量 事業活動により大気へ排出する化管法PRTR届出対象物質の量
廃水処理量 事業活動により排出する水の量（廃水処理した量＋焼却処理した量）
COD排出量 排水処理した量に排水中のCOD濃度を乗じて求めた量
燃 料 トラック輸送により使用する軽油
輸送時のCO2排出量 トラック輸送による燃料使用量から求めた量（計算値）

販売した製品中の鉛元素量の推移

(t)

(年度)

販売した製品中の六価クロム量の推移

(t)

(年度)

販売した塗料及びシンナー中のT・X・EB量の推移

(年度)

(千トン)

販売した塗料製品中のVOC比率の推移

(％)

(年度)

環境側面への取り組み 4）  化学物質 環境側面への取り組み 5）  事業活動における環境負荷低減
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分　類 削減量

事業活動に投入する資源の
保全効果

エネルギー使用量（GJ）
CO2排出量（t-CO2）

-11,575
-384

水使用量（千m3） 0.5

事業活動により排出する環
境負荷および廃棄物に関す
る保全効果

大気汚染物質 SOx（t）
　　　　　　 NOx（t）
　　　　　　 ばい塵（t）
水質汚濁物質 COD（t）

0.005
4.71
-0.04 
-0.02

産業廃棄物 発生量（t）
　　　　　 外部委託処理量（t）

143 
55.3

環境保全対策に伴う環境保全効果は、2011年度との事業活動量調整比較により算出しました。
環境保全対策に伴う環境保全効果=
　　　2011年度環境負荷量×（2012年度生産量/2011年度生産量）－2012年度環境負荷量

分　類 経済効果
（単位:百万円）

費用削減

事業所の省エネルギーによる経済効果 -18.2

上下水費用の削減による経済効果 1.9

廃棄物処理費用の削減による経済効果 4.5

合　計 -11.8

注）環境保全対策に伴う経済効果=前年度経費－当期経費
環境保全対策に伴う経済効果は、2011年度との事業活動量調整比較により算出しました。
環境保全対策に伴う経済効果（費用節減）=
　　　　　　　　2011年度費用×（2012年度生産量/2011年度生産量）－2012年度費用

分類
2012年度

主な取り組み内容
投資額 費用額 合計

事業エリア内
コスト

公害防止コスト 52 189 241 ○ 公害（大気、水質、土壌、騒音、悪臭等）防止に必要な投
資および経費

地球環境保全コスト 141 505 646 ○ 省エネルギー、地球温暖化防止等に必要な投資および
経費

資源循環コスト 1 384 385 ○ 廃棄物削減、再資源化等に必要な投資および経費

管理活動コスト 113 26 139
○ 環境マネジメントシステムの整備、運用
○ 環境情報の開示（環境・社会報告書発行）
○ 環境負荷の抑制に対する取り組みのためのコスト

研究開発コスト 42 1,519 1,561
○ 環境保全に資する製品等の研究開発コスト
○ 製造、物流、販売段階等における環境負荷抑制のため
の研究開発コスト

社会活動コスト 23 29 52 ○ 事業所を除く緑化、美化、景観保持等の環境対策コスト

環境損傷コスト 0 0 0 ○ 事業活動が環境に与える損傷に対応して生じたコスト
○ 自然修復のためのコスト等

合計 372 2,652 3,024 （単位：百万円）

研究開発コスト内訳:（開発センターにおける研究費総額）×（研究員比率）×（環境関連研究テーマ比率）

環境会計

2012年度の活動結果

環境保全効果（削減量） 環境保全に伴う経済効果

　2012年度の環境保全コストは、設備投資額3億72百万円、費用26億52百万円で、合計30億24百万円でした。2011年
度に比較してほぼ同等の金額でした。

2012年度の環境会計集計方法
○ 環境省「環境会計ガイドライン（2005
年版）」を参考

○ 環境保全活動の投資、費用（減価償却
費も含む）および効果を集計

○ 効果は、事業活動における環境保全効
果（物量単位）と環境保全対策に伴う
経済効果（貨幣単位）を集計

○ リスク回避等の仮定に基づく、いわゆ
る"みなし効果"は含めない

○ 集計範囲：6事業所および　　　　　
　　　　　開発センター

○ 対象期間：2012年4月1日～　　　
　　　　　　　　2013年3月31日

● 環境管理・運用の為の設備投資を進めました。
● 2011年度に引き続き、省エネタイプの設備への更新を継続しました。
● 環境対応技術・製品開発のための設備投資を進めました。

トピックス

環境活動のための設備投資額と費用

　事業活動に投入する資源は、これまで以上に省エネに取
り組んだこともあり、2011年度との単純比較において、全
エネルギー使用量を2.7％削減できました。しかし、前年
度の事業活動量を考慮すると、生産量減少の影響により、
11,575ＧＪの増加となりました。
　事業活動により排出する環境負荷量は、2011年度と比
べると、NOxが削減され、ばい塵、CODが微増になり
ました。NOx削減は尼崎事業所焼却炉停止によるもので、
これに伴い活性汚泥処理をする廃水が増え、CODが微増
したと推測されます。 廃棄物は発生量、外部委託処理量と
もに減少しました。今後とも、ISO 14001マネジメントシ
ステムに基づき目標を定め、削減に取り組んで行きます｡

　環境保全効果と同様に前年（2011年度）と単純に比較し
ますと65.4百万円の経済効果が得られました。しかし、前
年度の事業活動量を考慮し、調整比較を行うと、生産量減
とエネルギー単価上昇の影響が大きいために、逆の結果と
なりました。即ち、廃棄物外部委託処理費4.5百万円と､水
使用費1.9百万円が減少し、エネルギーが18.2百万円増え、
トータルで11.8百万円増加しました。
　今後も省エネルギー活動、節水、廃棄物発生抑制の取り
組みを継続していきます。

地球温暖化防止
生産量が２０１１年度比で３.８％減少し､ＣＯ₂排出量原単位は同等でした。

二酸化炭素排出量削減

省エネルギーの推進

全社部門別エネルギー使用比率・CO2排出量の比率

　当社は資源やエネルギーを消費して製品を生産し社会に
提供しています。限りある化石燃料を消費して地球温暖化
の原因とされている二酸化炭素を排出していることになり
ます。したがって、メーカーである私たちが果たすべき役割

は、生産段階でのエネルギー消費(二酸化炭素排出量)の
抑制であるとの考えに基づき､ 設備更新時に省エネ対策を
進めています。     

　生産部門のエネルギー使用量は2011年度比で3.1％減
少しましたが、原単位は2011年度比で0.7％増加しました。
東日本大震災後の電力不足対応で、全社で節電を徹底し、

エネルギー使用量を削減しましたが、それ以上に生産量が
低下し、原単位は増加しました。今後も省エネルギー活動
につとめます。

　2012年度の生産部門の二酸化炭素排出量は30,900
トンでした。生産量が2011年度比で3.8％減少し､ 二酸化
炭素排出量は原単位で144kg-CO2/tになり、2011年度と

同等でした。これは尼崎事業所の焼却炉廃止による排出量
削減が寄与したと推測します。    
  

CO2排出量の推移（生産部門）*焼却炉含む

(t-CO2) (kg-CO2/t)

(年度)

CO2排出量 CO2排出量(原単位）

エネルギー使用量の推移（技術・研究開発部門）

(106MJ)

(年度)

エネルギー使用量

エネルギー使用量の推移（生産部門）

(106MJ) (kJ/kg)

(年度)

エネルギー使用量 エネルギー使用量(原単位）

部門別エネルギー使用比率

年度
技術部門

本社・その他部門

生産部門

本社・その他部門

部門別CO2排出量比率

年度
技術部門 生産部門

焼却炉含む

CO2排出量の推移（技術・研究開発部門）

(t-CO2)

(年度)

CO2排出量
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大気汚染防止
大気汚染防止への取り組み（生産事業所）

　当社はISO 14001に基づき、各事業所の地域性を考慮し
て適用される法律や条例で定められた基準よりも厳しい自
主基準で運用しています。さらに、ボイラーの燃料を重油
から都市ガスに転換し、排ガスのクリーン化を推進してきま
した。2012年度も法・条例(規制値)・自治体等との協定
値を超えた事業所はありませんでした。
　大気汚染防止への取り組みとして、焼却炉の廃止と重油
ボイラーの都市ガスへの転換を積極的に推進しています。
2012年度は尼崎事業所の廃液焼却炉を2011年12月に停
止したため、NOx排出量が減少しました。また、稼動して
いる焼却施設の維持管理状況を、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に基づき、当社ホームページで公表しています。
　今後も大気汚染物質を削減する取り組みを継続していき
ます。   

SOx・NOx・ばい塵排出量の推移

(t)

(年度)

SOx NOx ばい塵

■ SOx（硫黄酸化物）
重油、灯油等の燃料や硫黄
を含む廃棄物を燃焼した場
合に発生します。二酸化硫
黄と少量の三酸化硫黄から
なりSOxと表記されます。

■NOx（窒素酸化物）
ボイラー、焼却炉、トラック
等の排ガスに含まれます。
一酸化窒素、二酸化窒素等
からなりNOx と表記され
ます。

■ばい塵
すすや燃えかすの固体粒子
状物質で、大気汚染防止法
で燃料その他、物の燃焼ま
たは熱源として電気の使用
に伴い発生するものと定義
されています。

輸送における環境負荷低減 廃棄物削減

モーダルシフト化率の推移

(%)

(年度)

モーダルシフト化率

　

廃棄物削減への取り組み

当社では、年間で再資源化率99％以上になっている
状態のとき、ゼロエミッションを達成したとします。

再資源化率  =　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　× 100
（再利用+売却 + 外部再資源化）

廃棄物発生量

廃棄物ゼロエミッションの定義：

廃棄物発生量の推移（生産部門）

(t)

(年度)

廃棄物発生量

年度

廃棄物発生量に対する再資源化と廃棄物量の内訳

売却

外部再資源化

最終埋立処分

外部中間処理

再利用

廃棄物発生量
トン

水資源削減・水質汚濁防止
       

節水の取り組み（生産事業所）

水質汚濁防止への取り組み（生産事業所）

　2012年度も冷却水の効率的使用、水道管漏水対策等の
節水対策を進めることにより、水資源削減につとめました。

　水質汚濁物質排出量の指標であるCOD排出量について、
2012年度は、2011年度に比べ減少しました。
　尚、2011年に、NOx排出量の減少に寄与した尼崎事業
所の廃液焼却炉廃止によって、高濃度廃液焼却処理から活
性汚泥処理へ変更したことにより、COD排出量は、2010
年度以前と比べて増加しています。

　2012年度の水使用量は2011年度から約４％減少しまし
たが、原単位は変わりません。使用量は生産量減少に伴う
ものと推測します。原単位が削減できるよう、引き続き冷
却水、ボイラー蒸気水の効率的使用につとめます。 

配　合　水 水性ワニス、水性塗料等の原料として配合する水

プロセス水 水性製造設備等の洗浄、ボイラー加熱蒸気、冷却水

生　活　水 食堂、飲料水、風呂・トイレ用水

水資源の主な用途

水使用量の推移

(103m3)

(年度)

総計

上水道水 地下水 工業用水

水使用量（原単位）の推移

(L/kg)

(年度)

COD排出量の推移

(t)

(年度)

輸送安全　　

　当社では輸送時の安全を確保するため、「イエローカード」
や「容器イエローカード（ラベル方式）」を採用しています。 
「容器イエローカード（ラベル方式）」は、危険物等の輸送中
の事故において、容器のラベルに記載された指針番号と携
行する 「緊急時応急措置指針」により、潜在危険性、緊急時
の措置がわかり、運転者等の適切な対応を可能としており、
環境影響の緩和に有効です。多種混載する塗料製品の輸
送には、かさばらず非常に効率的な方式です。

イエローカード

容器イエローカード（ラベル方式）

● 火災・爆発　● 健康
● 保護具　● 避難
● 火災時　● 漏洩時　● 応急手当

潜在危険性
公共の安全
緊急時の措置

例：128 引火性液体（非極性／水に不溶）指針の記載内容

緊急時応急措置指針
(一社)日本化学工業協会

指針番号 国連番号

　当社の製品および半製品の物流は、すべて外部輸送会
社に委託しています。輸送には、トラック便、鉄道便、船便
を使用していますが、そのほとんどがお客様の希望納期に
即応できるトラック便です。このトラック輸送による2012
年度延べ走行距離は940万㎞､ 使用された燃料(軽油)は
2,151KL､ 二酸化炭素の排出量は5,674t･CO2であり､
二酸化炭素の排出量は約3.0%増加しました｡ 環境負荷の
軽減を目標に､ 厳しい納期制約のない製品､ 半製品の輸送
については､ 二酸化炭素排出量の少ない輸送方法である鉄
道便や船便へのシフトを積極的に推進しています｡このモー
ダルシフトによる輸送量は全製品に対して､ 2008年度は約
10.9%、2009年度は約11.6％、2010年度は約12.5%、

2011年度は約14.5％、2012年度は17.2％と年々増加し
てきています｡

　当社は、1999 年度に「全社廃棄物削減チーム」を発足
させ、循環型社会形成のために産業廃棄物の3R、すなわ
ち産業廃棄物の発生を抑制（Reduce）、発生した廃棄物を
再資源化 (Recycle)する、再利用 (Reuse) を推進し、生
産活動を通じて発生する産業廃棄物のゼロエミッションの
達成を目指して来ました。この結果、生産部門は、2005
年度以降ゼロエミッションを継続し2012年度も再資源化
率99.4％と高い水準を維持しました。

　技術部門の廃棄物発生量は生産部門の5％弱ですが、
ゼロエミッションは未達成です。しかし、種々廃棄物削減
（3R）取り組みの結果97.4％まで再資源化率が向上してき
ました。今後もゼロエミッション達成に向け、努力します。 
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PRTR対象物質  排出・移動

　当社では、化学物質管理促進法で届出対象と定められた
物質（政令指定物質）と（一社）日本化学工業協会（日化協）
が自主的管理（把握）報告対象とした物質（日化協対象物質）
について取り組んでいます。

PRTR対象物質の取扱量および大気排出量（全事業所）
　2012年度は、取扱量の減少によりアクリルアミドとｎ－
ヘキサンが報告の対象から外れ、政令指定化学物質462物
質のうち、60物質が報告の対象となりました。
　当社からの大気排出量の約95％を大気排出量の多い10
物質で占めており、昨年度と同じ物質でした。
　水域、土壌への排出は、2012年度もありませんでした。

取扱量

(t)

(年度)

トルエン キシレン
ブチルアルコール 酢酸エチル

エチルベンゼン

大気排出量

(t)

(年度)

トルエン キシレン
ブチルアルコール 酢酸エチル

エチルベンゼン

大気排出量の多い10物質

(t)
政令指定物質 日化協対象物質

キ
シ
レ
ン

ト
ル
エ
ン

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
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酸
ブ
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ブ
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メ
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メ
チ
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エ
チ
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プ
ロ
ピ
ル
ア
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コ
ー
ル

PRTR把握対象物質のマテリアルバランス

大気排出量 184トン

66,285トン2012年度 PRTR 把握対象物質取扱量合計

合成樹脂・塗料生産

消費量

510トン

466トン

移動量

リサイクル量

44トン廃棄物量
％

65,591トン

％

％

％
％

PRTR対象物質および自主管理物質の排出量・移動量一覧（全事業所）

関西ペイントの対象品目

国への登録対象物質を除く（日化協対象排出量の多い10物質）

自主管理対象物質名 大気排出量
（kg）

移動量
（kg）

酢酸ブチル 23100 51840

ブチルアルコール 18120 58510

メチルブチルケトン 13990 16700

酢酸エチル 10600 15700

メチルアルコール 5950 12040

メチルエチルケトン 4640 7792

プロピルアルコール 4100 9883

エチレングリコールモノブチルエーテル 1782 21510

アセトン 1475 3454

シクロヘキサン 1389 2221

大気排出量の算出方法：（一社）日本塗料工業会PRTRマニュアル（2001年5月発行）製造工程からの排出量算出方法に準拠

※移動量算出に使う係数に誤りがあり、これまで移動量を多く報告していましたので修正
　しました。

349 フェノール 0.8 8.4

354 フタル酸ジ-n-ブチル　 0.1 100.0

355 フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）　 0.0 262.0

368 4-ターシャリ－ブチルフェノール 0.6 0.1

391 ヘキサメチレン=ジイソシアネート 1.8 18.5

401 1,2,4-ベンゼントリカルボン酸1,2-無水物　 0.0 5.4

407 ポリ（オキシエチレン)=アルキルエーテル　 0.0 62.0

408 ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル 0.0 1288

411 ホルムアルデヒド 85.0 94.5

413 無水フタル酸※ 0.0 126.0

414 無水マレイン酸※ 0.0 3.7

415 メタクリル酸※ 0.0 7.2

416 メタクリル酸2-エチルヘキシル※ 0.0 18.5

417 メタクリル酸2,3-エポキシプロピル※ 0.0 15.1

418 メタクリル酸2-（ジメチルアミノ）エチル※ 0.0 1.4

419 メタクリル酸n-ブチル※ 0.0 26.2

420 メタクリル酸メチル※　　 0.0 119.0

438 メチルナフタレン 3.7 13.0

447 メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート※ 0.0 0.6

448 メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート 0.0 11.7

455 モルホリン 9.1 3.9

460 りん酸トリトリル 0.0 44.5

新政令
No PRTR対象物質名 大気排出量

（kg）
移動量
（kg）

3 アクリル酸エチル 0.0 16.1

4 アクリル酸及びその水溶性塩 0.0 13.6

6 アクリル酸２－ヒドロキシエチル 0.0 35.8

7 アクリル酸ノルマル－ブチル 0.0 79.6

8 アクリル酸メチル 0.0 2.8

9 アクリロニトリル 0.0 0.1

16 2,2'-アゾビスイソブチロニトリル 0.0 11.7

30 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0.0 43.0

31 アンチモンおよびその化合物 （ｱﾝﾁﾓﾝ(Sb)に換算） 0.0 54.0

34 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート 0.0 3.4

37 4,4'-イソプロピリデンジフェノール（別名ビスフェノールＡ） 0.0 100.3

53 エチルベンゼン 28810 78830

71 塩化第二鉄 0.0 0.0

80 キシレン （o-,m-,p-) 32840 90800

83 クメン 223.0 1054

86 クレゾール （o-,m-,p-) 1.3 32.0

87 クロムおよび三価クロム化合物 （ｸﾛﾑ(Cr)に換算） 0.0 48.0

88 六価クロム化合物 （ｸﾛﾑ(Cr)に換算） 0.1 327.0

132 コバルトおよびその化合物（ｺﾊﾞﾙﾄ(Co)に換算） 0.0 30.0

134 酢酸ビニル 0.0 1.9

239 有機すず化合物 (ｽｽﾞ (Sn)に換算) 0.4 940.0

240 スチレン 0.0 18.8

243 ダイオキシン類 （単位：ｍｇ-TEQ/年） 0.0 0.0

270 テレフタル酸 0.0 31.0

277 トリエチルアミン 200.0 527.0

278 トリエチレンテトラミン 0.0 67.0

296 1,2,4-トリメチルベンゼン 2499 24990

297 1,3,5-トリメチルベンゼン 945.0 8428

298 メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート 0.0 5.0

300 トルエン 32670 66620

302 ナフタレン 14.3 1455

305 鉛およびその化合物 （鉛(Pb)に換算） 0.5 1323

306 二アクリル酸ヘキサメチレン 0.3 22.5

309 ニッケル化合物 （ﾆｯｹﾙ(Ni)に換算） 0.0 15.0

320 ノニルフェノール 0.0 16.0

321 バナジウム化合物 0.2 550.3

329 ポリカーバメート 0.0 56.0

339 Ｎ-ビニル- ２-ピロリドン 0.1 20.0

新政令
No PRTR対象物質名 大気排出量

（kg）
移動量
（kg）
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事業所別環境負荷データ（生産・技術部門）

環境負荷物質排出量推移

項　目 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
CO2 排出量（t・CO2）*焼却炉含む 8,771 8,163 7,961 6,712 5,488 1,880 1,617 1,662 1,834 2,141

廃棄物等発生量（t） 7,533 6,850 6,736 5,989 5,557 4,889 3,343 3,556 4,570 4,913

廃棄物等最終処分量（t） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 　　　1.7 1.4 2.7 1.7 3.2

廃棄物等の再資源化率（%） 99.6 99.6 99.6 99.6 99.5 98.9 98.5 98.3 98.4 98.4

SOx 排出量（kg） 45 17 33 21 3 144 131 117 218 235

NOx 排出量（kg） 3,336 4,157 3,449 2,836 1,516 213 215 167 215 260

ばい塵排出量（kg） 0.5 0.6 1.1 0.3 0.0 0.14 0.12 0.13 0.16 0.11

COD 排出量（kg） 85 98 124 377 117 45 26 45 84 51

項　目 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
CO2 排出量（t・CO2）*焼却炉含む 4,164 4,362 4,412 4,273 4,145 13,512 14,571 13,598 12,975 12,854

廃棄物等発生量（t） 4,931 4,210 4,352 3,733 3,334 6,670 6,299 6,090 5,830 5,155

廃棄物等最終処分量（t） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃棄物等の再資源化率（%） 99.5 99.4 99.4 99.2 99.2 100 100 100 100 100

SOx 排出量（kg） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61 64 61 83 64

NOx排出量（kg） 220 512 796 972 960 3,579 3,762 3,583 4,529 2,920

ばい塵排出量（kg） 7 0 8 0 0 24 25 24 47 82

COD排出量（kg） 470 582 268 676 659 499 449 653 496 780

項　目 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
CO2 排出量（t・CO2）*焼却炉含む 5,428 5,879 5,876 6,293 6,281

廃棄物等発生量（t） 4,007 3,671 3,720 4,078 4,086

廃棄物等最終処分量（t） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃棄物等の再資源化率（%） 100 100 100 100 100

SOx 排出量（kg） 407 270 214 210 204

NOx排出量（kg） 2,157 1,628 2,199 1,949 2,083

ばい塵排出量（kg） 29 25 38 10 11

COD排出量（kg） 161 86 170 227 196

生産部門 尼崎事業所 小野事業所

名古屋事業所 平塚事業所

鹿沼事業所

項目 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
CO2 排出量（t・CO2） 2,084 1,964 2,254 2,230 2,245 3,045 3,057 3,404 3,274 2,986

廃棄物等発生量（t） 320 343 271 186 155 415 417 456 458 561

廃棄物等最終処分量（t） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.3

廃棄物等の再資源化率（%） 98.1 98.1 97.0 96.8 95.4 96.0 96.3 96.6 95.1 96.2

項目 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
CO2 排出量（t・CO2） 845 817 735 712 918 1,475 1,384 1,329 1,291 1,274

廃棄物等発生量（t） 49 38 36 40 40 267 163 195 146 167

廃棄物等最終処分量（t） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.3 10.7 4.8 0.6

廃棄物等の再資源化率（%） 100 100 100 100 100 96.1 93.7 94.5 96.7 99.7

項目 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
CO2 排出量（t・CO2） 4,524 4,400 4,610 4,715 4,256

廃棄物等発生量（t） 360 236 241 255 177

廃棄物等最終処分量（t） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃棄物等の再資源化率（%） 100 100 100 100 100

NOx排出量（kg） 2,192 3,759 2,382 4,449 1,932

技術部門 尼崎事業所 名古屋事業所

鹿沼事業所 東京事業所

開発センター

二酸化炭素排出量は､ データの継続性をはかるために、日化協の2005年度
使用係数を使用し算出しています｡

大気汚染物質排出濃度（法遵守）の推移
尼崎事業所

項目 設備名 規制値
実測値

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度
SOx（Nm3/h）　 ボイラー 0.691 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.01 ＞

NOx（ppm） ボイラー 260 67 120 120 74 100

ばい塵（g/Nm3） ボイラー 0.03 0.001 ＞ 0.001 0.001 ＞ 0.001 ＞ 0.001 ＞

ダイオキシン（ng-TEQ/Nm3） 廃液焼却炉 10以下 0.10 ＞ 0.10 ＞ 0.10 ＞ ―（＊） ―

小野事業所　
項目 設備名 規制値

実測値
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

SOx（Nm3/h）　 ボイラー 9.73 0.1 ＞ 0.1 ＞ 0.1 ＞ 0.1 ＞ 0.1 ＞

NOx（ppm） ボイラー 260 59 67 53 67 62

ばい塵（g/Nm3） ボイラー 0.3 0.077 0.077 0.077 0.093 0.052

名古屋事業所
項目 設備名 規制値

実測値
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

SOx（Nm3/h）　 ボイラー 0.591 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.03> 0.003> 0.003>

NOx（ppm） ボイラー 150 53 41 35 22 27

ばい塵（g/Nm3） ボイラー 0.2 0.003 0.009 0.003 0.002> 0.002>

平塚事業所
項目 設備名 規制値

実測値
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

SOx（Nm3/h）　 ボイラー 0.111 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.01 ＞

NOx（ppm） ボイラー 60 38 34 36 44 38

ばい塵（g/Nm3） ボイラー 0.03 0.0010 0.0020 0.0010 0.0009 0.0010

ダイオキシン（ng-TEQ/Nm3） 廃液焼却炉 10以下 0.10 ＞ 0.10 ＞ 0.10 ＞ 0.10 ＞ 0.10 ＞

鹿沼事業所
項目 設備名 規制値

実測値
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

SOx（Nm3/h）　 ボイラー 0.288 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.01 ＞ 0.04 0.02

NOx（ppm） ボイラー 260 98 100 105 100 130

ばい塵（g/Nm3） ボイラー 0.3 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003

ダイオキシン（ng-TEQ/Nm3） 廃液焼却炉 10以下 0.10 ＞ 0.10 ＞ 0.10 ＞ 0.10 ＞ 0.10 ＞

東京事業所
項目 設備名 規制値

実測値
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

SOx（Nm3/h）　 ボイラー ー ― ― ― ― ―

NOx（ppm） ボイラー 150 39 34 36 36 31

ばい塵（g/Nm3） ボイラー 0.05 0.001 0.002 0.0009 0.0009 0.0009

開発センター
項目 設備名 規制値

実測値
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

SOx（Nm3/h）　 コージェネ設備 ー ― ― ― ― ―

NOx（ppm） コージェネ設備 300 140 110 130 226 120

ばい塵（g/Nm3） コージェネ設備 0.03 － ― ― ― ―
代表的な設備の測定値。複数回測定している場合は、最大値を記載しています。

＊2011年度廃止
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2012年度PRTR対象物質 大気排出量の多い5物質（生産事業所別）

生産関係会社 2012年度環境負荷データ　　　　　　　　　　　　　　　　　

項　目 （株）カンペハピオ 三好化成工業（株） 日本化工塗料（株） 宇都宮化工（株） （株）カンペ赤穂 久保孝ペイント（株）

エネルギー使用量（GJ） 6,444 90,286 21,193 37,403 52,821 8,890 

CO2 排出量（t-CO2） 271 4,573 930.6 2,045 2,499 381 

水使用量（m3）
上水＋地下水＋工業用水 2,143 420,178 5,327 23,911 15,736  13,772 

廃棄物等発生量（t） 133 2,048 721 534 545 63 

廃棄物等最終処分量（t） 0.0 0.06 1.3 0.75 69 5 

項　目 設備名
実績値　（     ）内は規制値

（株）カンペハピオ 三好化成工業（株） 日本化工塗料（株） 宇都宮化工（株） （株）カンペ赤穂 久保孝ペイント（株）

SOx（Nm3/h） ボイラー ー 0.003 未満（2.77） ー 0.003 未満 0.002（0.004） ー

NOx（ppm） ボイラー ー 53（200） ー 73（150） 66（126） 25（150）

ばい塵（g/Nm3） ボイラー ー 0.002 未満（0.2） ー 0.001 未満（0.05） 0.008（0.05） ー

ダイオキシン
（ng-TEQ/Nm3） 一般焼却炉 ー 0.0430（10以下） ー ー ー ー

ー：該当せず

事業所別環境負荷データ ISO 14001

当社グループのISO 14001認証取得状況（初回登録年月を記載）

関西ペイント

鹿沼事業所 1998年 10月取得

平塚事業所 1999年 3月取得

小野事業所 2000年 6月取得

尼崎事業所 2000年 7月取得

名古屋事業所 2000年 9月取得

国内関係会社

（株）カンペ三好カラーセンター　名古屋事業所付属 2000年 9月取得

三好化成工業（株）  2001年 3月取得

久保孝ペイント（株）  2001年 6月取得

日本化工塗料（株）  2004年 4月取得

（株）カンペ赤穂 2004年 11月取得

海外関係会社

TAIWAN KANSAI PAINT CO., LTD.（台湾） 2000年 5月取得

重慶関西塗料有限公司（中国） 2010年 3月取得

湖南湘江関西塗料有限公司（中国）  2005年 11月取得

天津永富関西塗料化工有限公司（中国）  2006年 1月取得

中遠関西塗料化工（天津）有限公司（中国）  2010年 12月取得

中遠関西塗料化工（上海）有限公司（中国） 2012年 6月取得

中遠関西塗料化工（珠海）有限公司（中国）  2010年 12月取得

広州関西塗料有限公司（中国）  2011年 12月取得

蘇州関西塗料有限公司（中国）  2010年 12月取得

重慶阿麗斯科関西塗料有限公司（中国） 2013年 2月取得

KANSAI RESIN（THAILAND） CO., LTD.（タイ）  1999年 12月取得

THAI KANSAI PAINT CO., LTD.（タイ テパラック工場） 2002年 5月取得

THAI KANSAI PAINT CO., LTD.（タイ ラヨン工場）  2009年 1月取得

KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.（インド ロテ工場）  2005年 9月取得

KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.（インド カンプール工場）  2003年 2月取得

KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.（インド バワル工場）  2007年 9月取得

KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.（インド チェンナイ工場） 2006年 3月取得

KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.（インド ホズール工場） 2011年 6月取得

SIME KANSAI PAINTS SDN. BHD.（マレーシア） 2006年 5月取得

KANSAI COATINGS MALAYSIA SDN. BHD.（マレーシア） 2012年 4月取得

KANSAI PAINT（SINGAPORE） PTE. LTD.（シンガポール） 2010年 5月取得

P.T.KANSAI PAINT INDONESIA（インドネシア） 2010年 11月取得

PT.KANSAI PRAKARSA COATINGS（インドネシア） 2012年 2月取得

KANSAI ALTAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S.（トルコ）  2012年 １月取得

KANSAI PAINT （PVT）LIMITED（パキスタン） 2012年 10月取得

KANSAI PAINT IRANIAN CO.（イラン） 2014年 取得予定

KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Durban (南ア) 2005年 9月取得

KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED CapeTown（南ア） 2005年 10月取得

KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Johanesburg (南ア) 2005年 9月取得

KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Port Elizabeth (南ア) 2003年 12月取得

KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Clayville (南ア) 2006年 5月取得

尼 崎 事 業 所
キシレン エチルベンゼン トルエン 酢酸ブチル ブチルアルコール
9.4 8.2 7.9 6.1 2.9

小 野 事 業 所
トルエン キシレン エチルベンゼン ブチルアルコール 酢酸ブチル
4.6 3.5 3.2 2.7 1.9

名 古 屋 事 業 所
ブチルアルコール トルエン キシレン エチルベンゼン 酢酸ブチル

6.2 6.1 6.0 5.2 4.1

平 塚 事 業 所
キシレン エチルベンゼン メチルブチルケトン トルエン 酢酸ブチル
9.2 8.2 8.0 6.2 4.2

鹿 沼 事 業 所
トルエン 酢酸ブチル キシレン エチルベンゼン ブチルアルコール
7.2 6.8 4.5 3.8 2.5

環境マネジメントシステム監査

教育・訓練活動

内部監査指摘件数 2012年度外部（維持・更新）審査
第1回 第2回

計
指摘件数

実施年月
軽欠点 コメント 軽欠点 コメント 軽欠点 コメント 計

尼 崎 事 業 所 3 14 - - 17 0 3 3 2013 年 1月

小 野 事 業 所 2 9 - - 11 1 1 2 2013 年 5月

名 古 屋 事 業 所 2 25 　　3 17 47 2 0 2 2012 年 7月

平 塚 事 業 所 0 9 - - 9 0 3 3 2013 年 1月

鹿 沼 事 業 所 1 10 0 11 22 0 2 2 2012 年 8月

総　計 8 67 3 28 106 3 9 12

注）尼崎事業所、小野事業所、平塚事業所の内部環境監査は1回／年です。 

2012年度内部環境監査および外部審査実施結果

開発センター 社内研究発表（ポスターセッション）平塚事業所　内部監査

　ISO 14001認証登録事業所では、所定の要件を満たす
内部監査員による内部監査の実施、外部認証機関による
維持または更新審査を受診しました。

（単位：t）

　当社では、社外講習の受講や、事業所内の組織間で相互に
内部監査を行うことなどにより、従業員の環境マネジメントシ
ステムの能力向上につとめています。また、環境対応技術・

製品開発に関する教育の一環として、研究・開発に携わる全
技術系社員に対し、研究・技術発表会、技術フォーラムなど
を開催し、技術開発・研究開発能力の向上につとめています。
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緊急事態への対応
環境規定で定められた下記の想定される緊急事態に基づき、定期的に訓練を実施しています。

　各事業所は事業所規定で定められた設備定期点検、日常
点検等の実施、及び各部門で危険予知訓練（ＫＹＴ）等の実
施により、不安全箇所、不安全行動を改善し、緊急事態（天災・
事故等）による環境汚染予防につとめています。また、緊急
事態発生を想定し、環境汚染の防止、及び環境汚染を緩和
するため、緊急事態対応・通報等が確実に実践できるよう、
定期的に訓練をしています。
　また、東日本大震災以降の取り組みとして、
①港湾、河川に隣接した事業所での津波を想定した避難訓
　練実施
②社内地震対策指針の見直しによる、設備転倒・落下防止
　の強化
を進めています。

緊急事態想定内容

1. 塗料を含む有機溶剤の漏洩･流出
2. 毒劇物の運搬･取扱いの不備による、有害物質の漏洩･流出
3. 廃棄物の運搬･保管の不備による、有害物質の漏洩･流出
4. 特定施設（ボイラー･焼却炉等）の保全不備による、有毒ガスの放出
5. 危険物施設および特定施設での天災による有機溶剤､ ワニス､塗料などの流出
6. 危険物施設および特定施設での人為ミスによる有機溶剤､ ワニス､塗料の流出
7. その他、環境に著しい影響をおよぼす恐れのある重大な事故

緊急時訓練実施状況

尼崎事業所 総合防災訓練 　2012年7月:1回、9月:2回
 　2013年3月:1回

小野事業所 総合防災訓練 　2012年9月: 4回

名古屋事業所 総合防災訓練 　2012年9月:1回、10月:1回

平塚事業所 総合防災訓練 　2012年7月:1回、9月: 3回
 　2013年1月:2回

鹿沼事業所
総合防災訓練 　2012年9月:1回、10月: 1回
消防署合同防災訓練 　2012年5月:1回
　　　　　　　　　　　2013年1月: 1回

東京事業所
消防署合同防災訓練 　2012年6月:1回
総合防災訓練 　2012年10月:1回
 　2013年1月:1回（出初め）

開発センター 総合防災訓練 　2012年8月:1回、9月: 2回

本 社 総合防災訓練 　2012年5月:1回
消防署合同防災訓練 　2012年12月:1回

緊急事態発生時の通報ルート例

発生部門部課長

通報 指示

事務グループ課長

通報 連携

事 業 所 長

● 消防署（流出・火災）
● 保健所（毒劇物流出）
● 警察署（流出・火災）
● 市環境部（流出・火災）
● 県環境部（流出・火災）

● 近隣会社
● 付近住民

安全環境グループ課長

通報

通報

指示

環境管理責任者

通報

通報

指示

鹿沼事業所

名古屋事業所

労働・安全・衛生

労働安全衛生活動

中央環境安全衛生診断

　当社は災害ゼロをめざして、毎年種々の活動に取り組ん
でいます。7月には、グループ全体、全員参加の安全総点
検を実施しています。9月、10月はトップによる17事業
所の中央環境安全衛生診断を実施しています。また、全国
42ヶ所のカラーセンターは毎年、海外事業所については
2～3年に1回の頻度で安全診断を実施しています。他に
非定常作業を含めた危険予知訓練、ゼロ災発表会による情
報横展開など、安全作業の徹底を心掛けています。2012
年度は残念ながら3年ぶりに休業災害１件が発生しました。
不休災害も2年連続で増加しました。社内の安全活動を活
性化させ、一人ひとりの安全意識を向上させて災害防止に
つとめます。

　2012年度の中央環境安全衛生診断は、「ひとりひとりが
安全推進員。他人に頼らず、みんなで築こうゼロ災職場。」
をスローガンとし、「保安防災対策と訓練」、「静電気対策の
推進状況」、「毒劇物、特別管理物質の管理状況」、「日常点
検、対策強化の進捗状況」、「電気・機械設備の安全対策」、
「三現（現地、現物、現状）ＫＹＴの演練実施」などを重点
内容として9月・10月に7事業所１センター、6関係会社
及び3生産カラーセンターを対象に実施しました。診断は
中央安全環境管理者を長として、中央衛生管理者、総括班、
専門班(機械・電気）からなる10名の診断チームで実施して
います。化学工業他社の災害が続いている現状を反映し、
保安防災と静電気対策は特に厳しく診断を行い、他人任せ・
機械任せでは無く、社員一人ひとりが責任を持って日々の
安全管理を行うよう指導しています。

主な活動
安全総点検
【実施】７月2日

グループ全体、全員参加で実施。
設備（停止・稼動）・事務所･営業所の安全点検。

中央環境安全衛生診断
【実施】9月～ 10月

経営トップによる安全診断。
17事業所（技術センター、関係会社含む）を対象。

カラーセンター安全診断
【実施】9月～ 11月

全国のカラーセンター（42ケ所）を対象とした
安全診断。

海外関係会社安全診断
【実施】12月～ 3月

今年度はインド、インドネシア、タイの関係会社に、
安全診断・静電気災害防止教育を実施した。

安全情報発信
【実施】随時 ゼロ災ニュース、各種安全情報の発行。

安全衛生講演会
【実施】3月

外部講師を招き、6生産事業所にて開催。
技術部門、関係会社を含めて1,215名が聴講。

危険体験教室
【実施】随時（新入社員は4月）

静電気爆発、機械災害等の模擬体験による安全
教育。各事業所を巡回して開催する。

労働災害件数の推移

(件数)

(年度)

不休 休業

労働災害 度数率の推移

(度数率)

(年度)

労働災害 強度率の推移

(強度率)

(年度)

尼崎事業所

環境側面への取り組み 6）  環境マネジメントシステム 社会的側面への取り組み 1）  従業員との関わり
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安全講演会の開催 危険体験教室

海外関係会社の安全診断を実施 海外関係会社の安全への取り組み
　海外関係会社の事故災害防止を目的として、地域ごとに
関係会社をしぼり、計画的に安全診断を毎年実施していま
す。2012年度はインドネシア(12月)、インド(1月)、タイ
（2月）で静電気・5S・安全作業を主体に診断しました。
今後も診断を継続的に実施していきます。

　海外関係会社の工場数は年々増加し、現在、中国・台湾・
アセアン・インド・パキスタン・トルコに合計38工場ありま
す。海外生産工場では、当社の現地駐在員が、安全・生産・
品質の工場管理または、サポートをしています。

　2012年1月に開講した「危険体験教室」は、国内各事業
所を巡回し、社員と関係会社の約９割が受講を完了しまし
た。過去災害を模擬体験した上で、作業標準・安全対策・
危険予知の重要性を学習し、災害の再発を防止することが
目的です。2012年度より、新入社員教育にも危険体験教室
を取り入れ、全社員が受講する仕組みとしました。

　当社の事故災害を撲滅させる安全活動の一環として、
３月に安全講演会を６事業所で開催しました。講師の村田
厚生先生（岡山大学大学院教授）に、「ヒューマン・エラー学
の今後のあり方」というテーマで約１時間半をかけて講演し
ていただきました。聴講者は、技術部門、営業部門、関係
会社を含め、総勢1,215名でした。種々のヒューマンエラー
やその改善事例から、対処療法ではなく、エラーの「源」に
対する仕組み作りが重要であることをご講義いただきま
した。    

海外の安全診断サイト数
年度 サイト数（訪問国）
2004 9（アセアン･インド・中国）
2005 8（アセアン・中国・台湾）
2006 8（アセアン･中国）
2007 日本・インドで研修会実施
2008 9（アセアン・中国・台湾）
2009 6（タイ・インド）
2010 12（中国・インド）
2011 8（アセアン・インド・中国・台湾）
2012 9（インドネシア・インド・タイ）

尼崎事業所名古屋事業所

KANSAI RESIN （THAILAND） CO.,LTD.（タイ）

社員の処遇

人材の育成と研修制度
　人の成長にとって最も大切な「意欲」を向上させることを目的とした人材育成プランを充実させています。

人材育成の考え方と仕組み

体系的に整備された研修制度

　人材育成プランの柱として「自己啓発援助」「長期人材
育成プラン」「職務拡充」「組織風土の変革」「研修制度」の 
5つのテーマを設定しています。

　研修制度は下図のようにOJTを中心として、これを補完
する各種の研修を目的とレベルに応じてマトリックス的に
体系化し、各社員の専門能力の向上と職業人としての総合
能力の養成を目指しています。

当社の人事制度 1.個人と組織の活性化 　2.自律と自立（2つの「じりつ」）の基本理念に基づき、
「公正な処遇」、「経営参画意識の向上」の実現・維持を目指しています。

自己啓発
通信教育援助
図書

雑誌斡旋等
関西ペイントの
人材育成

長期人材育成制度
自己申告

適性発見ローテーション
能力開発ローテーション

組織風土の変革
CI の推進

全社体質改善運動
小集団活動・提案制度

職務拡充
職務の拡大
職務の充実

研修制度
OJT
OFF JT

幹部管理者研修
中間管理者研修
監督者研修
中堅社員研修
新人社員研修  （教育実習）

社
外
セ
ミ
ナ
ー

職
業
訓
練

共
通
研
修

　
（
Q
C
安
全
等
）

（
教
育
の
基
本
）

選
抜
型
研
修

国
際
化
研
修

職
能
別
研
修

O
J
T

階層別研修
　職務遂行能力を年々向上させるために、新入社員研修にはじまり、
節目ごとに中堅社員研修、監督者研修、管理者研修などを実施し、
能力アップをはかります。階層別研修の 2012 年度受講者延べ人数
は 238名（関係会社 32名を含む）でした。

職能別研修
　管理 ･営業 ･技術 ･生産の各部門固有の専門教育を実施します。

国際化研修
　意識と能力の国際化のために、外国語研修、異文化対応力研修、
海外赴任者研修などの支援をしています。

選抜型研修
　各部門から選抜された人を対象に、半年以上の期間を費やして次
世代リーダーの育成をはかります。

共通研修 ･ 職業訓練など
　安全衛生や改善活動などの共通研修、各種塗料に関する基礎訓練 ･
技能向上訓練 ･技能士訓練などを厚生労働省認定の職業訓練校であ
る関西ペイント研修センターで実施。さらに、各職能、階層ごとに
社外セミナーへの参加を推進しています。

自己啓発支援での英会話レッスン風景（本社） 選抜型研修の実施風景（左）と経営陣への研修成果報告会（右）

社会的側面への取り組み 1）  従業員との関わり社会的側面への取り組み 1）  従業員との関わり
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男女機会均等

メンタルヘルスケアおよび生活習慣病対策

障がい者雇用

人権問題への取り組み

福利厚生制度
　当社は男女雇用機会均等法の理念を着実に実行していま
す。女性従業員の母体保護等のための諸施策を就業規則
に盛り込み、女性労働者の権利を幅広く認めています。 
　また、処遇面についても賃金や福利厚生の面での男女差
別はなく、女性従業員であることを理由とした処遇の差
別はありません。女性管理職も積極的に登用しています。 
    

　障がい者雇用については、それぞれの職種で活躍できる
よう労働環境を整備するとともに通年採用を実施し、雇用
機会の拡大につとめています。
　2012 年度障がい者雇用率は1.68％になり、法定雇
用率1.8％を下回りました。新規採用により2013 年度
は1.8％となりますが、法定雇用率が 2.0％に上がります
ので、さらに改善に向けた努力を続けていきます。　 
 

　当社グループは、企業は社会と人間の幸せのために存在
するという理念の下に、人種・国籍・年齢・性・宗教・門地・
身体上のハンディキャップ等を理由として嫌がらせや差別を
受けることのない、健全な 職場環境の維持につとめていま
す。そのために、さまざまな研修を通じて、社員の人権へ
の意識の向上に取り組んでいます。12月の人権週間をふま
えて毎年実施している｢人権標語｣には今回、600件を超え
る作品が寄せられました。    
 

● 新入社員研修では、学生から社会人への気持の切替えの
　一環として「社会人の健康管理」をテーマに、産業医から、
　健康管理全般とストレス対策の指導を行いました。それ
　により「心身の健康管理」への意識付けと、セルフケアに
　ついての自覚を醸成しました。

● 新任管理者を対象に「職場のメンタルヘルス」をテーマと
　して、ラインケアの基本を指導し、健康で働きやすい職
　場作りを目指すとともに安全配慮活動を促進しています。

● 従業員のメンタルヘルスケアや生活習慣病への理解を深
　めるため、各地区において定期的に研修会を実施してい
　ます。また定期健康診断後の有所見者フォロー制度を
　実施し、社員の健康維持・促進につとめています。

　個人のライフスタイルを大切にし、「人間らしさ」を追求し
ます。年次有給休暇や特別有給休暇、積立有給休暇（介護、
ボランティア、疾病）、リフレッシュ休暇のほか、半日有給休
暇を年間２８回（１４日分）まで取得でき、
有給休暇取得の促進に繋がっています。
　育児に関して、小学校入学式までの
短時間勤務制度を設けるなど、仕事と
子育ての両立支援も進めています。

人権標語　優秀作

・少しでも　わかる努力をしてみよう　相手の気持ち、相手の立場
・「助け合い」温もり溢れる　地域の輪
・気持ちを込めた一言が心を開く鍵になる
・差し出した　その手で繋ぐ　笑顔のリレー
・聞こえていますかあなたには？気付いてあげよう心の叫び！　

健康管理
　当社および関係会社従業員の健康管理に取り組む専門
組織として「環境安全衛生委員会」の中に「健康・衛生分
科会」を設置して活動を進めています。

メンタルヘルス研修（本社）

消費者保護

安全情報

GHS導入　ラベル、SDS（安全データシート）
　GHS(Globally Harmonized System of Classification 
and Labelling of Chemicals)は、化学品の危険有害性を、
国際的に統一した基準に従って分類し、その結果をラベル
やSDSに表示して、災害防止および人の健康や環境の保護
に役立てるシステムです。
　当社は、業界団体の（一社）日本塗料工業会のガイドライ
ンに準拠したGHSを、ラベル、SDSに導入しています。グロー
バル化の中で海外におけるGHS導入については、現地関係
会社と連携をはかりながら、対応を進めています。
　塗料のご使用に当たり、関係法令ならびに業界自主基準
に準拠した「SDS」の発行により、詳細な情報を提供し、安
全なご使用と事故の予防につとめています。コンプライア
ンス重視の精神からSDSの表示内容については適宜見直し、
最新の法令情報等を取り込むようにしています。
　今後とも、国内外の法改正などの時期にあわせてラベル、
SDSの見直しを実施していきます。

　安全な製品も、使用方法を間違えれば事故等につながります。「SDS（安全データシート）」、製品カタログ、技術資料、容器
ラベルなどに注意事項等の必要事項を記載し、安全にご使用いただけるようにつとめています。

消費者保護の方針

　当社グループは、消費者に対する製品の安全性を確保するために、新製品の市場展開や新
規原料の使用にあたっては、安全確認に関する社内規程に基づき審査を行い、安全な製品
をお客様に提供しています。「より安全な製品」を提供することで、同時に我々塗料製造者の
労働環境改善にもつなげます。

どくろ 感嘆符 健康有害性 環境

爆弾の爆発 炎 円上の炎 ガスボンベ 腐食性

・火薬類
・自己反応性物質
・有機過酸化物

・引火性 /可燃性物質
・自己反応性物質
・自然発火及び
　自然発熱物質

・酸化性物質
・有機過酸化物

・高圧ガス ・金属腐食性物質
・皮膚腐食性
・眼に対する重篤な
　損傷性

・急性毒性物質
　（高毒性）

・急性毒性物質
　（低毒性）
・皮膚刺激性物質
・眼刺激性物質
・皮膚感作性物質

・変異原性物質
・発がん性物質
・生殖毒性物質
・呼吸器感作性物質
・標準臓器毒性物質

・環境有害性物質

注）各絵表示の上の
名 称 は JIS Z 7251
での呼称名

GHS の絵表示（世界共通）

自動発行システム

自動作成

原材料の選定

顧客･ユーザー等

各営業所、販売店等

製品 SDS 製品設計

社内化学物質管理システム
（原料 SDS、文献等）

法令情報
（制定・改正）

Ｄ/Ｂ

SDS の目的

事故・災害等の防止

安全な取扱い・使用（顧客・ユーザー等）

危険有害性情報の事前把握（SDS）

● 労安法（特化則、有機則、表示物質、通知物質）
● 毒劇法（劇物）
● 化管法（PRTR 1 種、2 種 指定化学物質）
● 化審法
● 消防法（危険物第 4 類等）
● 船舶安全法（引火性液体、可燃性物質等）
● 海洋汚染防止法
● 大気汚染防止法
● 悪臭防止法
● オゾン層保護法

主な関係法令

当社SDS作成の流れ

社会的側面への取り組み 2）  お客様との関わり社会的側面への取り組み 1）  従業員との関わり
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コミュニケーション

塗料と塗装の基礎講座
　インテリアコーディネーターを対象に、塗料と塗装の基
礎講座を行っています。2012年度は日本各地で12回開催し、
座学講習と、実際に塗装を体験していただきました。

塗料相談
　当社および（株）カンペハピオでは、ホームページにお客様
相談窓口を開設しています。この窓口には多種多様なお問
い合わせがあり、質問内容に応じて適切な担当者を選定し、
迅速に対応しています。2012年度は当社はホームページ
からのお問い合わせが3,073件、電話からの問い合わせが
6,600件でした。
　また、（株）カンペハピオへはホームページが964件、電話
からのお問い合わせが8,637件ありました。

製品説明会・各種展示会等への出展状況
　2012年度は製品説明会を延べ352回開催し、展示会へ
の出展は、延べ135回でした。
　事業のグローバル化に伴い、海外においても汎用製品を
販売している会社では、独自に各種展示会への出展や製品
説明会を活発に行い、ユーザーとのコミュニケーションを
深めています。
　国内の主な展示会としては、2012年4月18日～ 20日、
東京ビッグサイトで開催されたSEA JAPAN 2012に、当社
のグループ会社であるNKMコーティングス（株）が「飛躍
的な燃費低減を実現！」をコンセプトに次世代型船底防汚
塗料“タカタ クォンタム エクスマイル”を出展しました。
　2012年8月23～25日、千葉県の幕張メッセで開催 
されたJAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2012に、
当社のグループ会社である（株）カンペハピオが「ECO 
LIFE=ECOlogy・環境にやさしく＝ECOnomy・家計に
やさしく」をコンセプトに出展し、パウチ容器、チューブ
容器（ヌーロ）によるゴミ減量化・CO2削減、遮熱屋根用
塗料による省エネ・節電・CO2削減をアピールしました。

開発センター・各事業所見学状況
　開発センターおよび各事業所では、ユーザーをはじめ地
域の学校や、塗料について知識を深めたいという方のご希
望に応じて随時見学説明会を行っています。2012年度も
100件を超える見学者をお迎えしました。

地域住民との交流
　毎年、体育の日には、尼崎事業所の近隣の町会の秋祭り
が開催されており、3町会（神崎町、高田町、額田町）の４つの
山車（神崎町のみ南北2台）が、朝９時半を皮切りに午後２時
頃までの間、各山車が尼崎事業所内に入場します。近づい
てくる太鼓の音を合図に、事業所ではお菓子や飲み物を用
意してみなさんを迎え、多くの子供達や保護者、世話役の
方々とお祭り気分の楽しいひとときを共有しました。

品質保証

品質保証活動

ISO 9001 認証取得状況 （初回登録年月を記載）

　全社的な品質保証は、主に「全社品質･環境推進委員会」
（４回／年）、また、各事業所ごとに「ＱＡ委員会」（１回／月）
を開催して、その活動を推進しています。

品質保証の方針

　社是（5頁を参照）が全社の品質方針です。当社の基本理念は、社是第1項 「会社の信用
を重んじ、顧客に満足される製品を供給することによって社会に貢献する。」 であり、全員が
利益と公正を基本として、顧客および社会に対して貢献することです。また、生産拠点であ
る各事業所は、ISO 9001活動の中で、社是に基づいて、事業所品質方針を設定し、規格に
沿った品質保証活動を実施しています。ISO 9001は、品質マネジメントシステムの国際規
格であり、顧客および法令等の要求事項を満たす製品を供給する能力を実証すること、およ
び顧客満足の向上を目指すことを目的としています。

品質保証マネジメント体制

関西ペイント
鹿沼事業所 1996年 9月
平塚事業所 2000年 3月
小野事業所 1998年 5月
尼崎事業所 1999年 3月
名古屋事業所 1999年 8月

国内関係会社
久保孝ペイント（株） 1999年 4月
三好化成工業（株） 2002年 10月
（株）カンペ赤穂 2000年 3月
日本化工塗料（株） 2002年 4月
中央ペイント（株） 2003年 1月
（株）フレックス 2004年 4月
宇都宮化工（株） 2006年 1月

海外関係会社
TAIWAN KANSAI PAINT CO., LTD.（台湾） 2005年 10月
重慶関西塗料有限公司（中国） 2012年 2月
湖南湘江関西塗料有限公司（中国） 1998年 3月
天津永富関西塗料化工有限公司（中国） 1999年 10月
中遠関西塗料化工（天津）有限公司（中国） 2004年 12月
中遠関西塗料化工（上海）有限公司（中国） 2004年 12月
中遠関西塗料化工（珠海）有限公司（中国） 2007年 12月
広州関西塗料有限公司（中国） 2011年 12月

蘇州関西塗料有限公司（中国） 2009年 12月
重慶阿麗斯科関西塗料有限公司（中国） 2013年 2月
KDK AUTOMOTIVE COATINGS CO.,LTD.（韓国） 1997年 2月
KANSAI RESIN（THAILAND）CO.,LTD.（タイ） 1999年 12月
THAI KANSAI PAINT CO.,LTD.（タイ・テパラック工場） 2006年 5月
THAI KANSAI PAINT CO.,LTD.（タイ・ラヨン工場） 2008年 1月
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. （インド・ロテ工場） 2009年 7月
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. （インド・カンプ－ル工場） 2011年 12月
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. （インド・チェンナイ工場） 2006年 3月
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD. （インド・ホズール工場） 2012年 2月
KANSAI COATINGS MALAYSIA SDN. BHD.（マレーシア） 1993年 12月
KANSAI PAINT（SINGAPORE）PTE. LTD.（シンガポール） 1996年 6月
P.T. KANSAI PAINT INDONESIA （インドネシア） 1997年 1月
KANSAI PAINT PHILIPPINES.Inc.（フィリピン） 2008年 6月
KANSAI ALTAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S.（トルコ） 2011年 12月
KANSAI PAINT （PVT） LIMITED （パキスタン） 2012年 10月
KANSAI PAINT IRANIAN CO.（イラン） 2011年 12月
KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Durban (南ア) 1991年 8月
KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Durban（Automotive)（南ア） 2007年 5月
KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Cape Town (南ア) 1991年 8月
KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Johanesburg (南ア) 1991年 8月
KANSAI PLASCON AFRICA LIMITED Clayville (南ア) 1997年 4月

品質マネジメントシステムの継続的改善

製品

Plan
企画・構想・計画

Action
見直し・改善

Do
資源の運用管理
製品実現

測定・分析・評価
Check

顧 客 顧 客

要求事項 満足

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2012

2012年11月15日（独）製品評価技術基盤機構様の見学

社会的側面への取り組み 3）  社会との関わり社会的側面への取り組み 2）  お客様との関わり
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社会貢献活動

東京事務所　事件容疑者逮捕に協力し表彰

「平塚市救急協力事業所」に登録
　2012年5月に神奈川県平塚市が導入している「平塚市救
急協力事業所」に当社の平塚事業所と、ここに近接する開
発センターが登録されました。この制度は、災害、事故、急
病人等が発生した際の地域の協力体制を整備するためのも
ので、普通救命講習を受講した従業員数やAEDの設置な
どの、一定の基準を満たす事業所が登録されます。従業員
に対する応急手当等の普及活動をさらに推進し、地域の安
心で安全な暮らしに貢献していきます。

大阪マラソン“クリーンUP”作戦への参加
　2011年から大阪マラソンとのタイアップ形式となった、
大阪市主催の一斉清掃「大阪マラソン“クリーンＵＰ”作戦」
が、今年も実施されました。当社は、２０１2年１１月２１日に
参加し、本社地区従業員が参加し、本社ビル周辺及び近隣
ビル周辺のゴミ拾いをしました。

環境保全団体への加入
　各事業所は、地域の環境保全団体等にメンバーとして参
画し、地域の環境保全活動に協力しています。
事 業 所 名 主な加入環境保全団体

尼 崎 事 業 所
兵庫県大気環境保全連絡協議会
兵庫県環境保全管理者協会
尼崎緑化協会

小 野 事 業 所 兵庫県環境保全連絡協議会

平 塚 事 業 所

神奈川県環境保全協議会
平塚地区環境対策協議会
平塚市環境共生型企業懇話会
平塚市工場等環境緑化推進協議会　等

IR活動

環境・社会報告書の発行

　当社は、株主・投資家をはじめとする多くのステークホ
ルダーに対してIR活動に積極的に取り組んでいます。具体
的なIR活動としては、機関投資家の皆様に対し、「決算説明
会」、「中間決算説明会」、個別訪問などを行い、当社への理
解を深めていただいています。また、ホームページにおいて、
「有価証券報告書」、「年度報告書」、「決算短信」、「Corporate 
Report」、「その他の開示資料」などを掲載し、IR関連情報
の開示につとめています。

　当社の「環境・社会報告書」は、1997年「環境報告書」と
して創刊以来、年々内容を充実し、2006年からタイトルを
「環境・社会報告書」と変更し、本報告書で「環境・社会報告
書」として8回目、通算で17回目の発行となります。英文版
は、2008年からアニュアルレポートと統合した「コーポレー
トレポート」として発行し、環境情報を国内外に広く開示し
ています。　
　当社は、「環境・社会報告書」を株主、官公庁、学校、顧客、
各種団体､ 各事業所や関係会社への来訪者、および要求が
ある一般の方などに配布しています。また、当社ホームペー
ジでも「環境・社会報告書」を公開しており、過去のものも
含めPDFファイルのダウンロードでご覧いただけます。

情報開示

頁数 発行部数 発行年月

環境報告書2002 和文
英文

42
30

10,000
2,000

'02年9月
'02年12月

環境報告書2003　 和文
英文

46
30

10,000
2,000

'03年6月
'03年10月

環境報告書2004 和文
英文

46
30

10,000
1,500

'04年6月
'04年9月

環境報告書2005 和文
英文

50
34

10,000
2,000

'05年6月
'05年9月

環境・社会報告書2006 和文
英文

58
34

5,000
1,500

'06年6月
'06年9月

環境・社会報告書2007 和文
英文

58
34

5,000
1,500

'07年6月
'07年9月

環境・社会報告書2008
Corporate Report 2008

和文
英文

58
58

5,000
1,300

'08年6月
'08年10月

環境・社会報告書2009
Corporate Report 2009

和文
英文

58
53

5,000
1,200

'09年6月
'09年10月

環境・社会報告書2010
Corporate Report 2010

和文
英文

50
53

4,000
1,200

'10年6月
'10年9月

環境・社会報告書2011
Corporate Report 2011

和文
英文

50
55

3,500
1,300

'11年6月
'11年8月

環境・社会報告書2012
Corporate Report 2012

和文
英文

50
55

3,500
1,000

'12年6月
'12年8月

編集後記

　本報告書を作成するにあたり、読者の視点に立った
記事の配置に工夫しました。また、要点をしぼり簡潔
にまとめることで、読みやすい誌面になるよう、心が
けました。ステークホルダーの皆様からいただいたご
意見・ご要望を取り入れて、今後とも記載内容等の充
実、改善につとめてまいりたいと考えています。なお、
グラフや表などに生産事業所、生産部門、技術・開発
部門などと記載しています内訳は右記の通りです。

全 事 業 所 生産事業所+東京事業所+開発センターの全部門

生 産 事 業 所 尼崎、小野、名古屋、平塚、鹿沼事業所

生 産 部 門 上記 5 生産事業所の生産部門

技術・開発部門 開発センター、東京事業所、北九州事業所・尼崎・
名古屋・鹿沼の技術部門

本 社 本社

　2012年 5月30日、東京事務所（現在は東京事業所に
統合）が傷害致死事件の解決に貢献したとして、大井警察
署にて感謝状が授与されました。事件は信号無視を注意さ
れたことに腹を立て、男性を殴って死亡させたというもの
で、事件発生後１ケ月以上容疑者の足取りがつかめず捜査
は難航。しかし、最後は東京事務所の敷地内に設置してい
た防犯カメラの映像が決め手となって容疑者逮捕に至った
というものです。当社は日頃より防犯活動に積極的に協力
しており、地域住民の方々にも喜んでいただくことができ
ました。

社会的側面への取り組み 3）  社会との関わり社会的側面への取り組み 3）  社会との関わり
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環境・社会年表
（環境・社会的側面への取り組みの歴史）

西　暦  関西ペイント　環境・安全衛生暦 備　考

1965 尼崎・東京・平塚工場に「安全衛生課」設置 平塚に中央研究所竣工　（現開発センター地区）

1967 社是制定

1970 「安全衛生管理規則」制定

1971 鹿沼工場竣工

1972 「安全衛生公害防止基本規程」制定

1973 関西ペイント安全宣言（社長）発令
第1回全社一斉「安全総点検」実施

1982 「新原料有害性調査登録規程」制定

1986 カラーリサーチセンター竣工（平塚）

1987 KYTゼロ災活動開始 「アレスコ」ブランド制定

1988 第1回中央安全監査（診断）実施

1989 安全衛生課を「安全環境課」に改名
「インサイダー取引防止規程」制定

塗装技術センター竣工（平塚）

1990 海外向け「ANNUAL REPORT」創刊

1991 「地球環境保全委員会」設置

1992 「地球環境問題に関する会社方針」制定（社長通達No.80）
「全社地球環境保全委員会」創設

1993 「地球環境保全に関する基本規程」制定
「地球環境部」発足
第1回環境監査（トップ診断）実施
「製品安全衛生表示要領（ラベル）」

1994 オート・リフィニッシュ・センターを開設（平塚）

1995 「レスポンシブル・ケア実施体制について」（社長通達No.86）
「品質・環境本部」発足
「中央安全衛生公害防止会議」、「中央衛生会議」設置
「中央省エネ検討チーム」設置
「全社PL委員会」設置
「危機管理規程」制定

日本RC協議会（JRCC）加入

1996 第1回「RCトップ監査（診断）」実施

1997 「環境報告書」（地球環境問題への取り組み）創刊
イエローカード導入

中央労働災害防止協会「会長賞」受賞

1998 ISO 14001鹿沼工場認証登録（業界初）　
「製品MSDS管理規程」制定

オート・リフィニッシュ・センター西日本を開設（尼崎）

1999 「環境会計」作成集計（業界初）　
ISO 14001平塚工場認証登録
「全社廃棄物削減対策チーム」設置

「廃油リサイクル処理設備」設置（尼崎）
製品開発研究所竣工（平塚）
東京事業所 開設

2000 ISO 14001認証登録（小野、尼崎、名古屋工場）
MSDS法対応表示完成
「倫理規定」制定

2001 「企業倫理ポケットブック」発行
PRTR法対応完了
LCAの取り組み開始
「危機管理委員会」設置

日本ペイント（株）と廃油処理合弁会社「エコシステムズ」発足

2002 「環境報告書2002（英語版）」創刊
（社）日本塗料工業会の「コーティング・ケア（CC）」実施を宣言
「アレスエコプラン」制定
「健康・衛生分科会」新設　「危機管理規程」制定
「危機管理基本マニュアル」制定

世界最高効率ガスエンジン コージェネ導入（開発センター 平塚）

2003 中国関係会社（6社）　安全診断実施
「コンプライアンス委員会」設置

「エコシステムズ」廃油リサイクル処理設備設置
 （於：日本ペイント（株）栃木工場）

2004 「危機対応マニュアル」制定
「コンプライアンス対応マニュアル」制定
「喫煙行動基準」制定
インド、東南アジアの関係会社 安全診断実施

2005 「アレスエコプラン2007」制定 名古屋事業所内に水性新工場竣工

2006 経営監理委員会設置
平塚事業所レスポンシブル・ケア労働安全衛生コード検証実施

2007 企業倫理ポケットブック（第2版）を全社と主要関係会社に配布、教育実施
「アレスエコプラン2010」制定

2008 「環境・社会報告書2008」（英語版）はアニュアルレポートと統合し、
「Corporate Report 2008」として発行

2009 独占禁止法マニュアル（第３版）発行 （株）カンペ赤穂設立

2010 危険体験教室の開始
「アレスエコプラン2012」制定

2011 電力使用制限令に基づき、東京電力管内のグループ会社で、電力削減の
ため輪番休業を実施

2012 非常時の通信手段の整備
「アレスエコプラン2015」制定

用語解説

環境・社会報告書 2013　　●発行所／関西ペイント株式会社　●発行日／2013 年 6月　●企画・編集／品質・環境本部　●制作／関西ペイント販売株式会社 アド企画部
　　　　　　　　　　　　　   ※次回の発刊予定は2014 年 6月です。　本誌の記載内容を許可なく転載することを禁じます。

IR活動（Investor Relations）
企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な情報を適時、公平、継
続して提供する活動全般を示す。

アニュアルレポート（Annual Report）
年次報告のこと。

ELV（End of Life Vehicles）
廃自動車のリサイクルを義務付ける ｢廃自動車に関するEU指令｣
（ELV指令）は、有害物質が環境中へ排出されることを予防すること、
リサイクル工程を容易にすること、有害廃棄物を減らすことを目的
に、一部の例外を除き、鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用を
禁止している。　

イエローカード
化学物質を運搬する車（トラック、タンクローリー車等）に携行が義
務づけられている書類。記載された化学物質名や正しい処置の仕方
が書かれているもので、事故発生に際し、正しい処置方法を判断す
ることができる。2001年よりラベルへの記載も可となった。

SDS（Safety Data Sheet）
安全データシートのこと。化学物質の名称、供給者名、分類、危険有
害性、安全対策および緊急事態の対策などの情報を含んだ資料。化
学物質の管理を行う上で重要な情報源となる。特定の化学物質を譲
渡および提供する者は、相手方（事業者）にSDSを発行し、通知する
ことが労働安全衛生法、毒物および劇物取締法、化管法により義務
づけられている。

SVHC（Substance of Very High Concern）
REACH規則の認可対象物質の候補として挙げられた物質で、サプ
ライチェーンにおける情報伝達の義務が発生する。発がん性、変異
原性、生殖毒性、残留性、生体蓄積性、有毒性等のいずれかを有する
高懸念物質。認可対象物質リストに収載されると、EUでは認可さ
れた用途を除き、定められた期日以降は原則使用禁止となる。

エネルギー使用量原単位
単位量の製品を生産するために必要な電力､ 燃料などのエネルギー
の総量。原単位はエネルギー使用量を生産数量等で除した数値で表
し、エネルギー使用効率を数量的に示す尺度とされる。

LCA（Life Cycle Assessment）
原材料採取から原料製造、部品製造、最終製品生産、流通、販売、使用、
廃棄までの製品の全ライフサイクルを通じた環境への影響を評価す
る手法。

環境会計
従来、企業の財務分析の中に反映され難かった環境保全に関する投
資および経費とその効果を把握する仕組み。企業にとっては、自社
の環境保全への取り組みを定量的に示し、事業活動の環境保全の費
用対効果を向上させることが可能となる。

コンプライアンス
法令や社会規範を遵守し、これを企業風土として定着させる活動の
こと。

SAICM
（Strategic Approach to International Chemicals Management）

2020年までに人の健康や環境への影響を最小化した方法で化学物
質を生産・使用することを目標とした「国際的な化学物質管理のた
めの戦略的アプローチ」

COD (Chemical Oxygen Demand)
化学的酸素要求量。水中の有機物量を表す指標で、過マンガン酸カ
リウム中の酸素が有機物との反応により減少した量を示す。

CSR（Corporate Social Responsibility）
企業の社会的責任のこと。経済的側面だけでなく、環境側面、社会
的側面を含めたバランスのとれた責任を果たす経営理念。

GHS（Globally Harmonized System of Classification
         and Labelling of Chemicals）

化学品の分類および表示に関する国際的調和システム。

弱溶剤
ミネラルスピリットなどを主体とする炭化水素系溶剤。

循環型社会
天然資源からモノを作って、使って、捨てる、というこれまでの「一
方通行型」のライフスタイルを見直し、ゴミを出す量を極力減らし、
出たゴミは可能な限り資源として使うことで、天然資源の消費を減
らした環境にもやさしい社会。

ステークホルダー
日本語では「利害関係者」と訳されることが多い。企業が与える環境
負荷が、地球規模になっていることから、全ての地球上の住民がス
テークホルダーといえるが、有効なコミュニケーションを考えた場
合、①顧客・消費者、②株主、③投資家、④取引先、⑤業界団体、⑥官
公庁、⑦マスコミ、⑧研究機関、⑨NGO、⑩社員などを指す。

ゼロエミッション
企業活動や生産活動を通じて排出される廃棄物を埋め立て処分する
量を、限りなくゼロにすること。このためには異業種間の連携や中
間・加工処理による再利用などが必要。

PRTR（Pollutant Release and Transfer Resister）
特定化学物質の環境への排出量の把握および管理の改善の促進に関
する法律（化管法）により規定された制度。指定された有害性のある
化学物質の環境への排出量および廃棄物に含まれての移動量を登録
して公表する仕組みのこと。

VOC（Volatile Organic Compounds）
揮発性有機化合物の総称。

プロ研、トレ研
ゼロ災活動プログラム研究会、危険予知活動トレーナー研修会の略。

メンタルヘルスケア
職場でのストレスが増大する中、仕事や職業生活に関する強い不安、
悩みやストレスを感じている人に対して、心の健康を取り戻し、職
場に復帰できるよう支援する活動。

REACH
（Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals）

EUの新しい化学品管理規制で、化学品の登録、評価、認可および制
限に適用される。既存化学品も含めて全ての化学品が対象となる。

RoHS（Restriction of the use of certain Hazardous 
　　                     Substances in electrical and electronic equipment）

EUにおける電気･電子機器の特定有害物質使用禁止指令を指す。
カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、PBB、PBDEの使用を禁止。
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本　　社／〒541-8523  大阪市中央区今橋２丁目6番14号
　　　　　TEL. 06-6203-5531　　FAX. 06-6203-5018
東　　京／〒144-0045  東京都大田区南六郷3丁目12番1号
　　　　　TEL. 03-3732-8111　　FAX. 03-3735-0544

【お問い合わせ先】
品質・環境本部／〒254-8562  神奈川県平塚市東八幡4丁目17番1号
　　　　　TEL. 0463-27-1214　　FAX. 0463-27-1209

インターネット・ホームページ／
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