
　　

エコアクション21 環境活動レポート

レポート期間 2016年9月～2017年8月

認証番号0008020



　　会社名　 株式会社 カブキヤ　

　　代表取締役 青木　邦夫

　　所在地　 本社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今戸倉庫

今戸第２倉庫

町屋倉庫 〒116-0001　東京都荒川区町屋７－６－１３

　　　　　　　　　　

事業活動の概要
　　営業部　ホテル部門 主に　ホテルイベントの美術施工

ステージ・テーマディスプレイ・時代装飾 等

　　営業部　イベント部門 イベント全般の美術施工

企業イベント・国際/国内/学術会議・展示会・舞台美術 等

　　グラフィックス事業部 主に 出力フィルム/シート加工

イベント用各種出力・出力壁紙・ポスター・サイン 等

事業の規模
単位

百万円

百万円

人

ｍ2

ｍ2

ｍ2

環境管理責任者 　　　

　　責任者　飯島　尚子
　　担当　   黒岩　明　　　
　　TEL　03-3874-4975　　　FAX03-3874-0114
　　e-mail　　soumu@kabukiya.co.jp

対象範囲
　対象範囲 本社・今戸倉庫・今戸第２倉庫・町屋倉庫
　対象活動 ディスプレイの企画・施工・設営、

パーティー・展示会等の企画・施工・設営
  　

対象期間 2016年9月～2017年8月
  2017年10月発行

床面積（町屋）延

1195.44

254.99

118.1

床面積（本社）延

床面積（今戸）延

〒111-0024　東京都台東区今戸２－２９－１

2016.8

10

1011

61人

会社概要

〒111-0032　東京都台東区浅草６－５－５

従業員

　　　　　　　　　　　 〒111-0024　東京都台東区今戸２－３０－１２

活動規模

資本金

売上高



■基本理念

当社は地球環境保護に対する責任を厳粛に受け止め、

ディスプレイ美術施工会社としての事業活動を通じ、

組織的に環境負荷の継続的提言を実行し、

より良い地球環境の実現に寄与すべく取り組んでいきます。

■基本方針

1・省資源、省エネルギー活動に努め、二酸化炭素の排出量削減を行う。

2・事業活動により排出される廃棄物の削減と適正処理を行う。

3・水資源の使用量削減を行う。

4・グリーン購入を促進し、資源の有効活用を推進する。

5・環境問題に対する、法令や条例、その他規制等を積極的に遵守していく。

6・環境問題・エネルギー問題等を、社員一人一人に指導・教育を徹底し、



2016年8月 評価 備考

単位 基準 目標 実績 （実績/基準）

電気使用量の削減 kwh 105,786 104,728 121,993 × 115%

燃料使用量の削減（ｶﾞｿﾘﾝ） ℓ 14,266 14,124 16,626 × 117%

燃料使用量の削減（軽油） ℓ 1,872 1,854 2,041 × 109%

二酸化炭素排出量合計 kg-co2 91,460 90,545 105,564 × 115%

一般廃棄物排出量の削減 ｋｇ 21,097 20,886 22,449 × 106%

産業廃棄物排出量の削減 ｋｇ 73,034 72,304 79,935 × 109%

水資源の投入量の削減 ｍ3 565 559 546 ○ 97%

都市ガス ｍ3

グリーン購入の拡大 継続して実施

環境に配慮した製品の提供 継続して実施

※購入電力の排出係数は0.505を使用

※基準年にたいする売上増加は110％でしたので、廃棄物量は抑えられていたと思います。

　それに対して電気・ガソリンというco2削減に直結する項目を抑えられなかったことが課題となりました。

　今後は売上高の増減と各使用量に対する相関関係を目標に反映させられるよう努力いたします。

（基準年）
単位 削減率 2016年8月 2017年8月 2018年8月 2019年8月

電気使用量の削減 kwh 基準年の1％を維持 105,786 104,728 104,728 104,728

燃料使用量の削減（ｶﾞｿﾘﾝ） ℓ 基準年の1％を維持 14,266 14,124 14,124 14,124

燃料使用量の削減（軽油） ℓ 基準年の1％を維持 1,872 1,854 1,854 1,835

二酸化炭素排出量合計 kg-co2 基準年の1％を維持 91,460 90,545 90,545 90,545

一般廃棄物排出量の削減 ｋｇ 基準年の1％を維持 21,097 20,886 20,886 20,886

産業廃棄物排出量の削減 ｋｇ 基準年の1％を維持 73,034 72,304 72,304 72,304

水資源の投入量の削減 ｍ3 基準年の1％を維持 565 559 559 559

グリーン購入の拡大

環境に配慮した製品の提供

ボード類のリサイクル→学術パネル

少ないので対象外

新規購入時に検討。

2016年9月～2017年8月

　 

　　中期環境目標

 リサイクル可能な商品の検討

電球購入時に検討

エアコン入替時に環境に配慮した機器を検討

文房具購入時にグリーン購入を検討

修理が可能な商品の購入を推奨

什器入替の際グリーン購入法適合商品を検討

環境目標と実績



　 

基準年が東日本大震災の影響を受けて非常に低い数値のため、現状維持を目指す目標に修正しました。

1.電気使用量の削減（削減率1％）　

　　　 ○冬季以外は給湯器を停止する

　　　 ○エレベーターの使用をできるだけ抑える

　　　 ○空調設定温度の適正化（冷房28℃　暖房22℃）

　　　 ○使用していない機器、照明は電源を切る

→　売上増加により機械稼働率が増加し、未達成となりました。

※電気使用量と売上高の相関について検討し、目標達成の原因調査を行う。

2.ガソリン及び軽油使用量の削減（削減率1％）

　　　 ○車両の整備

　　　 ○エコドライブの周知徹底

→売上増加により車両の稼働率が増加し、未達成となりました。

※ガソリン使用量と売上高の相関について検討し、目標達成の原因調査を行う。

3. 産業廃棄物排出量の削減（削減率1％）

　　　 ○廃棄物の最終処分先をチェックする

　　　 ○分別を徹底し、再資源化を促進する

　　　 ○製作素材のリサイクル

→売上増加により生産量が上がり、廃棄物も増加しました。

4.一般廃棄物排出量の削減（削減率1％）

○OA用紙使用量の削減

　　　 ○分別を徹底し、再資源化を促進する

→前期末の営業部統一による廃棄物増加、社員数の増加による自然増加で未達成となりました。

5. 水資源の投入量の削減（削減率1％）

　　　 ○節水に心がけ、使用量を周知する。

→取組のおかげで貯水槽の推移管理などが改善された結果達成できました。

　また水資源は売上増加の影響をあまり受けないことが分かりました。

6. 環境に配慮した製品の提供

　　　 ○ボード類のリサイクル

→新製品の開発には至りませんでしたが、現状維持をしています。

→ボードに変わる製品の提案があり、検討中です。

○既成の筋交導入を検討

→当社に適正なものが無く断念

7.グリーン購入

　　　 ○電球購入時に検討　→　LEDへの切り替えを継続して検討しています。

　　　 ○エアコン入替時に環境に配慮した機器を検討　→　本年度は入替がありませんでした。

　　　 ○文房具購入時にグリーン購入　→　販売されている文房具がほぼ適合商品です。

　　　 ○修理が可能な商品の購入を推奨　→　具体的にわかりやすく提案し、推奨を継続します。

　　　 ○什器入替の際グリーン購入法適合商品を検討　→　必ず比較検討をしていました。

環境活動計画・取り組み・評価・次年度の取り組み



　過去3年間に関係行政機関からの環境関連に関する違反・訴訟等はありませんでした。

法律・条例・その他名称（最近の改正日） 規　制　内　容 評価

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 １．産業廃棄物 ○

（S45年12月25日制定） ・保管基準（周囲に囲い、掲示板) ○

・委託契約（最終処分） ○

・マニフェストの発行、回収のチェックＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票 ○

 写しは5年間保管 ○

・マニフェスト交付等状況報告 ○

台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例2．事業系一般廃棄物

（H11年12月3日制定） ・台東区のマニフェスト交付等状況報告

家電ﾘｻｲｸﾙ法 特定家庭用機器 ○

資源有効利用促進法 使用済パソコンの回収 ○

消防法　東京都火災予防条例 指定可燃物の貯蔵及び取扱い（木材・木屑） ○

フロン排出抑制法 第一種特定製品の簡易点検 ○

　次回作成時期　　2018年10月発行予定

　適用される主要な環境関連法令等の遵守状況の確認及び評価の結果、特に問題はありませんでした。

○

　 

　代表者による全体評価の見直しと結果

今期軽減出来た課題は「水資源」だけでした。要因は売り上げが１割ほど増進したた

め、活動量・稼働率共エコ活動や削減意識を越えたものと、捉えております。今後もエコ

活動や削減意識を高い位置で保ちながら、引きつずき、指導・教育を含め積極的に進

め、環境改善・保護に少しでも貢献できるよう全社的に努力してまいります。

　実施日　　　　   2017年10月31日

　期間　　 　　   　2016年9月～2017年8月

環境関連法令等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、起訴等の有無



【給湯器を交換しました】
7階・5階・4階の3か所を交換しました。

残念ながら容量が同じなので機械の交換による節電の効果は大きくないそうです。
それでも昔に比べて今は夜間や夏季の節電は自動になりました。

　 活動記録



【植樹に協力しています】


