
クラリオン株式会社
本社事務所
〒335-8511 埼玉県戸田市上戸田50

総務部　環境管理グループ
TEL: 048-443-1111 FAX: 048-445-3810
e-mail: envinfo@clarion.co.jp
http: //www.clarion.co.jp/

環 境報告書 2003

お問い合わせ先

発行年月 2003年7月　第１版発行

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クラリオン株式会社



2 3

会 社 概 要
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商　　　号

本社事務所

本　　　社

設　　　立

資 本 金

売 上 高

従 業 員 数

主 要 製 品

クラリオン株式会社 Clarion Co.,Ltd.

〒335-8511 埼玉県戸田市上戸田50

電話:048-443-1111 FAX:048-445-3810

〒112-8608 東京都文京区白山5丁目35番2号

電話:03-3815-1121

1940年12月18日

26,100百万円

連結　185,530百万円(2003年3月期)

単独　138,550百万円（2003年3月期）

連結　9,594名

単独　1,166名（※出向者は除く）

カーオーディオ、カーナビゲーション、

車載PC、映像機器、バス機器、

通信機器、SS無線機器

クラリオン「環境報告書 2003」の編集方針について

本報告書は、クラリオンの環境保全活動の成果をまとめ、広く一般の方々とのコミュニケーシ

ョンを図るために、発行致しました。クラリオンでは、２０００年に初の環境報告書を発行し、２００１年、

２００２年ではホームページにて活動状況を報告してきました。２回目の発行となる本報告書は、

環境省のガイドラインに沿った環境会計を導入したのを機会に、環境会計を含め、そして環境

省の環境報告書のガイドラインを基に編集しました。今回のような冊子の形では初めてであり、

今後、皆様のご意見などを反映し、より充実した環境報告書として毎年発行する予定です。尚、

次回「環境報告書2004」は2004年7月発行予定です。

環境会計及び環境負荷データの対象範囲

●対象期間は２００２年４月１日～２００３年３月３１日です。（一部2003年5月の最新情報を含んでいます）

●対象範囲は次の通りです。

環境会計及び環境負荷データの対象については下記の国内の４サイトです。

国内の関係会社 9社は、2002年10月より対象範囲に含めています。

●本社事務所（埼玉）

〒335-8511  埼玉県戸田市上戸田50

●本社（東京）

〒112-8608  東京都文京区白山5-35-2

●東北事業所／ＣＭＬ：クラリオン・エム・アンド・エル（株）（福島）

〒963-0725  福島県郡山市田村町金屋字下夕川原50

●ＣＭＬ群馬（群馬）

〒370-0641  群馬県邑楽郡邑楽町赤堀1508-1

２００２年度クラリオン環境活動トピックス

クラリオンは、社会とのかかわりを大切に考え、事業活動や地域社会活動を通じて、

地球環境についてグローバルな視点で考え、活動を広げています。

環境配慮型製品の開発 グリーン購買

化学物質管理省エネ活動

ＯＡ紙の使用量の削減ゼロエミッションの展開

地域社会活動 ＩＳＯ14001認証

欧州廃車指令（ＥＬＶ指令)の対応に

よる環境負荷物質の抑止活動を実

施しました。さらに製品ライフサイ

クルアセスメントの展開に取り組ん

でいます。

環境負荷物質の抑止に重要な部

品・資材・製品等の環境への配慮が

必要となり、環境法規制、業界基準

等に適合する「グリーン購買ガイド

ライン」を設定し、運用しています。

省エネルギー法のエネルギー使用

者の努力義務である１％を削減して

います。日常の省エネ活動の実施、

設備関係の効率化活動等徹底した

省エネ活動を推進しています。

化学物質（はんだ、廃油、ＩＰＡ＝イ

ソプロピルアルコール）の排出量の

削減活動を推進し、ＩＰＡは前年度比

７９％以上の削減を達成しました。

現在、はんだの鉛フリー化に取り組

んでいます。

産業廃棄物の総排出量では１９９８年

度比で７９％削減しました。分別の

徹底などリサイクルを推進し、ゼロ

エミッションを目指して努力してい

ます。

ＯＡ紙の使用量の削減では身近な

オフィス活動を中心に推進し、使用

量を２０００年度比で１８.２％削減しま

した。今後の活動はＯＡ化を推進し、

ペーパーレスによりＯＡ紙の使用量

削減を図ります。

東北事業所を中心に緑化活動を実

施しています。各事業所周辺の景

観も大事と考え、定期的に清掃を実

施しています。清掃時においては、

あいさつ運動も行ない、地域住民と

のコミュニケーションを大事にして

います。

国内事業所においては、２０００年４月

に認証を取得し、３年毎に実施され

る更新審査を２００３年３月に認証取

得しました。海外では中国をはじめ、

グローバルな展開を計画し、継続的

な改善を全社で推進しています。
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ごあいさつ

「人と社会と自然の調和を目指して」
２１世紀は、環境の時代といわれています。今日、企業活動が地球環

境に与える影響は大きくなってきており、今後の企業活動は地球環境

に配慮した活動の展開にしていかなければなりません。将来に亘っ

て、地球環境にやさしい企業活動を展開するためには、環境保護に

対して、企業の社会的な責任を全うするとともに、環境保全活動の推

進が企業の使命であると認識しています。

クラリオンは、企業理念の下に環境方針を制定し、環境保全が全世

界の最重要課題の一つであり、企業経営の基本であることを認識し、

企業活動のあらゆる面で環境の健全性に配慮して環境保全活動を

推進しています。また、地域社会を大切にし、企業市民としての責任

を全うすることを心掛け、さらにステークホルダーとの協調を図り、循

環型社会づくりに取り組んでいきます。また、欧州廃車指令（ＥＬＶ指

令）やカーメーカーからの環境負荷物質の抑止要求に対して、グリー

ン購買を推進し、併せてはんだの鉛フリー化も進めており、環境負荷

物質の抑止に力を注いでいます。

現在、環境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ１４００１の３年

毎の更新審査を受審し、環境マネジメントシステムが適切に実施され

ていることが認められ、さらに継続的改善を進めています。これらの

環境保全活動の成果を明確化するために、「環境会計」を導入し、

「環境報告書 ２００３」を発行し、ステークホルダーの皆様に対して情

報の共有化と協調を図り、さらなる環境保全活動を進めていきます。

本報告書の発行を機会に、当社の環境保全活動にご理解とご支援

を賜りますとともに、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。

企業理念と環境方針

クラリオンは、１９９７年より環境保全・循環型社会の実現が全世界において重要課題の一つであり、企業経営の

基本であると考え、企業理念の中に「人と社会と自然の調和を図り、環境維持に努める」と掲げています。

環境方針は、クラリオンの「企業理念」を基本にＩＳＯ１４００１の要求事項に沿ったものとして定めています。

（１９９７年１０月制定）企業理念

クラリオンは、音と情報と人間のより良きつながりを追求し、価値ある商品を生み出すことにより、

豊かな社会づくりに寄与します。

＜経営姿勢＞

＜行動指針＞

＜基本理念＞

●優れた製品とサービスを提供し、お客様に満足と

喜びをおくる。

●独自の発想と技術により、新たな価値を創造する。

●個々の人間性と能力を尊重し、自由闊達な風土を作る。

●人と社会と自然の調和を図り、環境維持につとめる。

●地域社会の発展のために、企業市民としての

責任を全うする。

●適正な利潤の確保により、継続的な成長を果たす。

私たちは、

常に勇気を持って自らを革新し、高い目標に”挑戦”します。

常に新しい価値を生みだす夢と感動を”創造”します。

常に人々の信頼に応えるために、”誠意”を尽くします。

環 境 方 針

＜基本理念＞

＜基本方針＞

クラリオンは、環境の保全が全世界の最重要課題の一つであり企業経営の基本である事を認識し企業理念（経

営姿勢）の「人と社会と自然の調和を図り環境維持に努める」「地域社会の発展の為に企業市民としての責任を

全うする」に則って企業活動のあらゆる面で環境の健全性に配慮して行動する。

当社は、カーマルチメデイア機器を主体とした設計、製造及び販売の事業活動における、製品及びサービスによる

環境影響を評価し、重要な項目に関して技術的、経済的に可能な範囲で環境目的・目標を設定し、見直しを行い

環境への負荷を継続的に改善する。

１）環境に関連する法規制や協定､等の自主設定基準を遵守する。

２）製品の設計段階より環境汚染物質や天然資源、等の省資源及びリサイクル設計を推進する。

３）製造や販売活動では、省エネ及び廃棄物の減量化とリサイクルを推進し、循環型の経済社会を目指す。

４）事業所の排出水、事故・緊急時の油や有害物質､等の漏出による環境汚染の予防を図る。

５）また、事業所の緑化や周囲景観の向上と騒音及び振動防止に努力し、地域環境の保全に努める。

６）全従業員に環境方針を周知し教育・訓練により環境保全に関する知識の向上と啓蒙を図る。

７）この環境方針は、社外にも公表する。

1999年2月25日制定　2001年6月1日改定

取締役社長
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クラリオンの事業活動における環境負荷と取り組む課題

クラリオンは、事業活動に伴う環境への負荷を考え、省エネルギーやリサイクル活動、製品への環境配慮等の環境負荷低

減への取り組みに力を注いでいます。クラリオンとして、環境負荷低減の取り組みを製品開発段階から積極的に行い、社会

全体の環境負荷を低減し、循環型社会に向けて努力を続けています。

環境活動の目標と達成状況

クラリオンでは、２００３年に２００５年までの中期計画を策定し、計画を達成するために全社的に環境活動を

展開しています。

２００２年度の実績はほぼ目標を達成しており、今後もさらなる活動の推進に取り組んでいきます。

① 2006年の第2回目の 
    更新審査認証取得 
 

課　題 中期計画（～2005年度） 2002年度目標 2002年度実績 評価 頁 

 
製 
 
品 
 

環境配慮型 

製品の開発 

① 環境負荷物質の採用 

     抑制や代替部品の推進 

② 省資源設計の推進 

③ リサイクル設計の推進 

④ はんだの鉛フリー化による 

　 製品へのはんだ鉛の全廃 
・環境設計評価 
  ガイドラインの 
  検討 

抑止対応する 
・海外調達品（中国） 
  のデータベース化 
 
 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

Ｐ12 
　　 
Ｐ15

事 
 
業 
 
活 
 
動 
 

　地球温暖化 
　防止 
（省エネ） 

  廃棄物の削減 
（リサイクル） 

環境汚染物質の 
排出量の削減 

ＯＡ紙の 
使用量の削減 

コピーとEDP用紙の使用量を 
2006年3月までに 
11,870千枚以下とする 
 

（2000年度実績比） 
コピーとEDP用紙 
の使用量22％削減 

（2000年度実績比） 
コピーとEDP用紙 
の使用量18.2％削減 

 
 
 
 
 
Ｐ20

社 
会 
活 
動 

管 
理 
活 
動 

環境に関する 
地域社会活動 

① 緑化活動の実施 

② サイト周辺の清掃 

③ 地域住民との 
　 コミュニケーション 

サイト周辺の清掃 
実施 

東北サイトに植樹を 
実施。 
 Ｐ21

② 環境会計の 
　 導入 
 

② 毎年、環境会計と環境報告書 
　 のレベルアップを図る 
   

環境会計導入PJ 
を発足し、推進する 

環境会計導入PJ発足 
と環境会計のまとめ 
を実施 

Ｐ8 
 
Ｐ9

評価（達成率）は　○・・・１００％以上　　△・・・７０％以上　　×・・・７０％以下を示しています。 

エネルギー使用量を2002年 
実績を基準として2006年 
3月までに3％削減する 

① 廃棄物排出量を2002 
　 年実績を基準として 
     2006年3月までに10％ 
     (リサイクル含む)削減する 

② ゼロエミッションへの挑戦 

① 2005年までにはんだの 
　  鉛フリー化を実現する 

② 環境汚染保全の推進 

③ 環境汚染予防の実施 

④ IPA、廃油、はんだの 
　 排出量の削減 

（2001年度実績比） 
エネルギー使用量 
 1％削減 

（2000年度実績比） 
廃棄物排出量 
14％削減 
 

（2000年度実績比） 
廃棄物排出量 
35％削減 
 

はんだの鉛フリー化の 
トライアルの実施 

排出量の削減 
・IPA   　   850kg以下 
・廃油　   1400kg以下 
・はんだ    3360kg以下 

環境汚染予防活動 
の実施 

植樹の実施 

 4 サイトで第1回目 
の更新認証取得 

① ISO14001の 
　 更新審査の 
　 認証取得 

2003年3月に更新 
認証取得をした 

 採用抑制 
・ELV規制 2物質の 
  抑止対応 

・海外調達部品の調査 

・環境設計評価ガイド 
  ライン案の作成 

（2001年度実績比） 
エネルギー使用量 
 1％削減 

トライアル品の 
品質評価ＯＫ   

排出量の実績 
・IPA      　489kg 
・廃油  　 1496kg 
・はんだ     4321kg
 
予防措置及び 
パトロールの実施 

４サイトで周辺の 
清掃を定期的に実施 

△ 

△ 

Ｐ17

Ｐ18 
　 
Ｐ19

Ｐ16

Ｐ10

〜 
 

〜 
 

〜 
 

お
客
様 

一
般
市
販
　 

 

カ
ー
メ
ー
カ
ー
納
入 

群
馬
サ
イ
ト 

C
M
L
（株） 
物
流
活
動 

営業活動 
白山サイト 
本社 

本社事務所 
埼玉サイト 

購買 
企画・設計 
サービス活動 

生産活動 
カーオーディオ /カーナビ 
車載ＰＣ / 映像機器  
バス機器/ 通信機器/無線機器 

東北事業所 
ＣＭＬ(株） 
東北サイト 

エネルギー 

2002年度  
 

インプット 

電気……10,363千ＫＷｈ  
ガス………………82 
ガソリン…………155  
軽油………………30  
灯油………………412  
水……………… 55千トン 

原材料 
電気部品  
樹脂  
金属部品  
包装材 

・製品ライフサイクルアセスメント 
・グリーン購買 
・環境負荷物質抑止 
・省資源設計 
・製品軽量化 
・リサイクル設計 
・包装リサイクル化 

事業活動 
・地球温暖化防止 
・ゼロエミッションの展開 
・環境負荷物質の削減 
・OA紙の使用量の削減 
・環境に配慮した設備投資 
・物流の効率化 

・環境マネジメントシステムの推進 
・環境会計 
・環境負荷物質の管理 
・法規制管理 
・環境教育管理 
・内部環境監査管理 
・広報活動 

 
・地域とのコミュニケーション 
・緑化活動 
・サイト周辺の清掃 
・環境に関する団体への支援 
・地域ボランティアへの積極的参加 

事業活動（ISO14001取得サイト） 

製品 　社会活動 管理活動 

循環型社会の実現 

廃棄物処分量　　138トン 
排水量                55千トン 

CO2排出量     5,148トンCO2 
リサイクル量      934トン アウトプット 

課題 
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環　境　会　計

クラリオンは２００２年度から「環境会計」を導入しました。

環境会計導入の背景 2002年度の集計結果

クラリオンの環境会計の定義

環境保全コスト

経済効果

自動車業界におけるグリーン調達の取り組みが進み、多くの
調達先が既にISO14001の認証を取得しており、それに伴い、
今後は具体的な環境改善活動の推進と活動の成果が評価
されるようになってきています。クラリオンにおいてもこれら環
境活動の取り組みを分かりやすくまとめ、内部評価を行うと共
に、外部へ公表していくことが社会的な評価として要求されて
いることを自覚し、環境会計の導入に取り組みました。

2002年度の集計結果は、投資額28百万円、費用額211百
万円、経済効果48百万円となりました。投資額ははんだの鉛
フリー化の試験設備導入などで前年より23百万円増となっ
ています。費用は廃棄物費用及び研究開発コストなどで前
年度より44百万円の減額です。また、効果としては電力使用
料の削減に加え、リサイクル拡大（有価物売却）等により48
百万円となっています。

クラリオンは、環境会計実施にあたり、環境省の環境会計ガ
イドライン2002年度版をもとに、全社として統一すべき基本
的な考え方、枠組み等についてまとめた「クラリオン2002年
度版環境会計ガイドライン（総論）」を作成し運用しています。

集計範囲：本社（東京）、本社事務所（埼玉）、東北事業所／
CML（福島）、ＣＭＬ群馬（群馬）の４サイト

対象期間：2002年度：2002年4月1日から2003年3月31日まで
2001年度：2001年4月1日から2002年3月31日まで

＜環境保全コストの算定基準＞

①環境保全コストとして計上するものの範囲
設備関連、人件費及び経費等としています。

②減価償却費の集計方法
５年間の定額償却により算定しています。

③複合コストの集計基準
複合コストに含まれる環境保全コストは環境に係わる比率を
掛けて算定しています。

今回の集計方法はアンケート方式
中心に実施しました。
（作業時間及び外部流出費用）

＜環境保全効果の算定基準＞

前年度との比較で算定 （前年度環境負荷）－（当年度環境負荷）
なお、ＣＯ2排出量は、電力使用量と燃料使用量について換算しています。
また、リサイクル量については当年度との比較で算定 （当年度環境負荷）－（前年度環境負荷）

クラリオンでは、今回初めて環境会計を導入しました。環境会計の勉強会から始め当社ガイドラインの作成を経て、環境保全コスト、
効果の把握、集計を行いました。今後は集計・集約プロセスのシステム化による精度向上とタイムリーな情報提供と活用を図り、更
に環境負荷改善度などコスト・効果を踏まえたより効率的な環境保全活動の推進に取り組んでいきます。

目次

!.  環境会計の導入について

@.  対象範囲と実施体制

#.  全般事項

$.  環境保全コストの分類

%.  環境保全コストの集計１

－設備投資額・減価償却費の集計－

^.  環境保全コストの集計２－人件費の集計－

&.  環境保全コストの集計３－環境Ｒ＆Ｄの集計－

*.  環境保全コストの集計４－維持管理費の集計－

(. 環境保全効果の分類と計算方法

). 環境保全効果の集計

)!. 環境保全活動に伴う経済効果について

)@. 環境保全活動に伴う経済効果の集計

)#. 検証

添付資料

環境保全効果（物量効果）

今後の取組み

クラリオン2002年度版環境会計ガイドライン（総論）

＜経済効果の算定基準＞

①確実な根拠に基づき算定される経済効果
ａ）電力・水・ガス・ガソリン等の発生額（省エネによるコスト削減） （前年発生額）－（今期発生額）
ｂ）廃棄物の発生抑制及びリサイクル活動により減少した廃棄物の処理費用　 （前年発生額）－（今期発生額）
ｃ）有価物等の売却額
ｄ）管理活動の効率化による費用削減効果

②推計に基づく経済効果
ａ）製品の軽量化による経済効果
クラリオンでは、メカモジュールなど製品の軽量化に取組み、車両取り付け時の車両重量削減によるガソリン
使用量の削減を効果として算出しました。
［車両重量増加による燃費悪化率（ＥＣＣＪ1996-2003）をもとに算出しています。］

0
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（百万円） 

環境保全コスト推移 

研究開発コスト 

管理活動コスト 

上・下流コスト 

事業エリア内コスト 

01年度 02年度 

72

2

115

67

59

2

110

40
上・下流コスト 

19％ 28％ 

52％ 

1％ 

管理活動コスト 

研究開発コスト 事業所エリア内コスト 

2002年度　環境保全コスト比率 

  分     類  投資額 費用額 投資額 費用額 
２００１年度 ２００２年度 

（１）公害防止コスト 受水・浄化槽・排水維持管理  等  
（２）地球環境保全ｺｽﾄ 冷暖房の保守・点検  等 
（３）資源循環コスト 産業・一般廃棄物処理・処分  等  

内            容 

段ボールの再利用拡大　等 
認証取得費用・維持費用・教育費用  等  
軽量化・ＣＴＳＡシステム・はんだの鉛フリー化検討  等 
自然保護、緑化、美化　等 
特にありません。 

合　計 

（１）事業エリア内コスト 

（２）上・下流コスト 
（３）管理活動コスト 
（４）研究開発コスト 
（５）社会活動 
（６）環境損傷対応ｺｽﾄ 

5

5

0
0
0
0
0
0
0

33

255

11
27
2

115
67
0
0

11

28

3
0
0
0
14
0
0

28

211

9
22
2

110
40
0
0

①事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 

②事業活動より排出する環境負荷及び廃棄物 

③事業活動から産出する財・サービスに関する効果 

④輸送その他に関する保全効果 

⑤有価物等の売却額 

水光熱費・コピー・ＥＤＰ用紙購入費等 

一般・産業廃棄物処理費用等 

軽量化による効果等 

ガソリン・軽油使用料等 

有価物等の売却額 

項        目 内                    容 金 額 

26

5

13

△ 2 
 6

48計 

（百万円）

  項　　　　目 環境保全 
効果 

電力使用量（千Kwh） 

燃料使用量（原油換算    ） 

水使用量（千トン） 

ＣＯ2排出量（トンＣＯ2） 

排水量（千トン） 

廃棄物処分量（トン） 

リサイクル量（トン） 

リサイクル率（％） 

環　境　負　荷 
2001年度 2002年度 

10,716

621

63

5,417

63

183

895

83.0％ 

10,363

679

55

5,148

55

138

934

87.1％ 

353

△ 58

8

269

8

45

39

4.1％ 

リサイクル品目拡大による処分量削減 

電力使用量減及び軽量化燃費向上による削減 

ガソリン使用量など増加 

コ　　メ　　ン　　ト 

（百万円）
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環境マネジメントシステム

クラリオンでは、国際規格ＩＳＯ１４００１の規格に従って、環境マネジメントシステムの構築を進め、環境保全

活動を推進しています。

推進体制

クラリオンは、社長を委員長とする「環境委員会」を組織して、環境保全活動を全社的に推進しています。
また、重要な課題については、全社機能を横断する６つの専門部会を設置し、取り組みを強化しています。

2000年4月に、国内全5事業所（白山、渋谷、埼玉、東北、群
馬）を一括する形でISO14001の認証を取得しました。尚、渋
谷本社事務所は2002年5月に廃止となりましたので、2003年
3月には、3年毎に実施される第1回目の更新審査を４事業所
（白山、埼玉、東北、群馬）で受審し、環境マネジメントシステム
が適切に維持されていることが認められました。
クラリオングループとしても、世界各地域で認証取得活動を進
めており、2002年には中国の生産工場でも取得しています。
さらに購買先メーカーに対して、認証取得もしくは環境マネジ
メントシステム活動の整備をお願いし、定期的に自主評価表
を提出していただいています。

ISO14001認証取得 事故・緊急事態の対応と状況

法規制の遵守

事故・緊急事態の対応については、サイト別全体と各部署にて
「事故・緊急事態連絡網」を作成し、緊急対応がとれる連絡体
制を確立しています。又、著しい環境側面が特定される部門で
は、手順を制定して模擬訓練を年１回以上実施し、手順の見直
しを行ない、事故・緊急事態に備えています。クラリオンでは、事
故・緊急事態の発生の事例はありませんでした。

環境面で関連する主要な法規制等については、総務部におい
て適宣情報を収集し、データベース化して全社で共有化してい
ます。法規制の遵守状況は、毎月確認し、さらに「環境委員会」
で全社レベルの評価・確認をしています。各サイトでは、地域条
例等の情報を定期的に収集し、日常の運用にあたっては法や
条例で定められた基準値よりも厳しい「自主基準」を設け遵守
しています。
また、適用される法規制への違反や環境に関する事故・訴訟は
ありませんでした。

環境監査

環境教育・啓発活動

環境マネジメントシステムの運用状況と環境パフォーマンスの
実績を確認し、適切に継続的改善が実施されているかを確認
するために、年２回の定期的な「内部環境監査」を実施して
います。内部環境監査員は全社で34名おり、内部監査チェ
ックリストに基づいて事業所の活動状況を確認しています。
内部環境監査により指摘された点については是正を行ない、
継続的改善を図っています。

クラリオンでは、環境保全活動を継続するためには、全社員の環
境に関する意識を高めることが重要と考え、各部署が責任を持
ち業務内容やサイトの活動に合わせて様々の教育活動を実施
しています。

教育活動

環境リーダーの役割と教育

環境リーダー教育は、部署長、専門部会による年１回以上の「環
境リーダーの役割及び環境に関する能力向上」を目的に実施し
ています。

環境リーダーは、部署より１名以上選出し、自部署の環
境活動を担当（任務）し、専門部会活動への協力をし
ます。部署長の補佐的な重要な役割をもっています。
2003年5月現在、全社で105名います。

環境リーダーの役割

内部環境監査実施状況

（登録証）

社員対象の環境教育体系

社員への環境教育は、部署による「環境一般教育」、新入社員を含めた「階層別教育」、「内部監査員教育」、
指定業務従事者への「専門教育」の４つの教育体系でおこなっています。

① 環境一般教育 ② 階層別教育

③ 内部監査員教育 ④指定業務従事者への専門教育

各部署が主体となって、全社員を対象に年１回以上、
教育を実施しています。環境教育を受講した延べ
人数は年間2,500名となっています。

人事・総務部が主催になり、新入社員から部署長までの
階層別に環境マネジメントシステム教育を実施してい
ます。

外部研修機関による内部監査員研修と社内の主任内部監
査員グループによる内部監査員研修（2回／年 対象人数
34名）を実施し、さらにフォローアップ研修も随時実施して
います。

法規制上の有資格者や著しい環境側面に係わる業務従
事者を「指定業務従事者」として位置付け、外部機関によ
る専門教育を実施しています。

啓発活動

環境保全情報データベース共有化による啓発活動

環境活動に必要な環境情報をデータベース化し、広く社員に
理解しやすいようにシステムをつくり、情報を共有しています。

（情報内容）
・ISO14001認証取得
・グリーン購買ガイドライン
・有害物質関連
・法規制関連情報

・一般情報（トピックスなど）
・環境委員会
・専門部会
・環境会計
・環境報告書

環境ポスターなどによる啓発活動

専門部会では「環境ポスター」を定期的に発行しています。廃棄物削減の推進、省エネルギーの活動などを主に取り上げ社員への環境
活動に関する意識づけのために、各サイトに掲示しています。また、毎年開催される社内の技術展示会でも環境保全活動に関するパネル
を展示するなど啓発活動を実施しています。

（専門部会） 
部会メンバーは 
全社より選任 

環境委員会 

(構成） 
環境委員長 
環境管理責任者 
事務局 
6専門部会長 

各部署に1名以上の環境リーダー 
を選出し、部署の環境活動を推進 

（全社の環境保全の総括管理） 

環境委員長／社長 

環境管理責任者　担当役員 

本社 本社事務所 東北事業所/CML CML群馬 関連会社 

省エネルギー部会 
（電力、エネルギー等の削減活動） 

環境汚染物質削減部会 
（環境負荷物質等の排出量の削減） 

廃棄物削減部会 
（廃棄物の排出量の削減活動） 

紙類削減部会 
（ＯＡ紙の使用量削減活動） 

製品ライフサイクル対応部会 
（環境負荷物質の抑止等、製品  
　ﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝﾄの推進活動） 

地域環境保全部会 
（地域社会との共存等、緑化活動） 

事務局　総務部（環境管理） 
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製品評価 

製品の部品情報 

データベース 

グリーン購買ガイドライン 

化学物質管理ガイドライン 
 

環境負荷物質の 
ない製品 CTSAシステム 

新製品開発管理システム 

製品ライフサイクルアセスメント 
 

量 産 製品企画 量産準備 評価 設計試作 

新製品の開発段階において

は「新製品開発管理システ

ム」で開発ステージ毎に試

作評価し、開発管理をして

います。それに併せて環境

に関する仕様においては、

「環境設計評価ガイドライ

ン」に沿って環境に与える

影響を開発ステージ毎に評

価します。環境負荷物質の

含有評価から 省資源化、リ

サイクル設計の評価対象と

するトータルシステムに取

り組んでいます。 

（新製品の開発ステージに於ける開発管理） 

製品ライフサイクル 
アセスメントの取り組み 

環境設計ガイドライン 

製品の環境負荷物質抑止の評価 

製品のリサイクルの評価 

製品の省資源化の評価 

購買部門 

EMSの確立 

環境保全活動 
・鉛フリーはんだ 
・・・・・・ 
環境負荷物質 
のデータ提出 

グリーン購買ガイドラインの 
詳細ホームページ  
http：//www.clarion.co.jp/ 
グリーン購買ガイドラインPDF 
を参照願います。  
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技術 
生産部門等 

ク
ラ
リ
オ
ン 

取引先の選定につきましては、 

Q（適正な品質）、C（適正なコスト）、D（安定供給）、 

D（技術開発力）、+E（環境にやさしい）という評価 

要素から、環境保全に総合的に取り組んでいる 

取引先から優先的に調達します。 

 

取
引
先
企
業 

調査 
依頼 

利用 

利用 

登録 
回答 

調査 

部品・材料 
製品 

データベース 

購買部門 

製品の環境配慮 製品の環境配慮

カーオーディオ製品のライフサイクル対応

製品ライフサイクルアセスメントへの展開

製品の環境負荷物質を抑止

クラリオンでは、環境負荷物質の抑止管理をシステム化しよう
と自社開発システムＣＴＳＡ（Clarion Toxic Substances
Application）を構築し、製品毎に抑止管理を行なっています。
CTSAシステムはグリーン購買ガイドラインと化学物質管理ガ
イドラインも取り入れてデータベース化し、製品の環境負荷物
質の含有量を把握すると共に評価をして、製品の環境負荷物
質を抑止・管理しています。

製品のリサイクルを考慮

クラリオンは、自動車リサイクル法を将来的に捉え、製品の
再資源化を容易に出来るように製品開発段階より、部品点
数を減らし、分解し易い構造にすることで、分解時間の短縮
に取り組んでいます。1DINCDコンビの分解時間を30％削
減を目標に取り組んでいます。

今後の課題
①はんだ箇所の削減
②ネジ数の削減
③ケースの構造改善、材料変更
④プリント基板のレイアウトの見直し
⑤リサイクル部品への代替、など

グリーン購買の推進

クラリオンは、購買の取引先企業との信頼関係を大切にし、共存共栄の関係を目指しています。グリーン購買に

関しては、取引先企業に対して有害物質含有部品管理の徹底をお願いし、製品に対して有害物質の部品の使用の

抑止を徹底しています。

グリーン購買活動
取引先企業からのグリーン購入

環境負荷物質の低減には、「環境配慮型製品の開発」が重要であり、そのためにはその製品に使用される部品・資材・
完成品などの環境への配慮が必要となります。クラリオンは、各種環境法規制、業界基準などに適合するため「化学物
質管理ランクガイドライン」を含む「Clarionグリーン購買ガイドライン」を作成し、取引先企業の環境管理状況の調査
と購入部品中の環境負荷物質の含有調査データを提出していただいており、データベース化を推進しています。

購入部品の環境負荷物質データベース化

クラリオンは、欧州廃車指令（ELV※指令）の対応やカーメーカーの要求に対応できるように「環境設計評価ガ

イドライン」を設定し、市場の要求やカーメーカーからの要求に対しても環境への影響を配慮し、評価した製品

の開発及び提供を目指しています。また、製品ライフサイクル対応活動として、リサイクル設計の推進、省資源

設計の推進も開発段階から進めています。 ※ＥＬＶ＝End-of-life-Vehicle （使用済み車両）

取引先企業から提出された環境負荷物質の含有データから、

「購入部品の環境負荷物質データベース」を作成し、
欧州ELV指令、他の法規制への対応計画、等に活用しています。

（分解しやすい改善の一例）
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効率的な走行 

エネルギー消費削減 

燃費の向上・走行効率化 
 

安全運転・癒し運転 

顧客サービスの向上 
コミュニケーション 

CO2排出量低減 

製品の軽量化 

実走行条件の改善 

実走行燃費改善 

CO2削減 エネルギー減少 

製品の環境配慮 製品の環境配慮

カーオーディオ製品の軽量化によるCO2排出量の削減

製品（メカモジュールなど）の軽量化

クラリオンは、カーオーディオ製品を軽量化することによって、
自動車の実走行条件を良くし、実走行燃費を改善し、結果的
にCO2の排出量を削減可能としています。クラリオンの
1DINCDコンビ製品においては、メカモジュールを中心に、同
様モデルでの製品重量を前年度比10％以上軽量化していま
す。既に、GS-1シリーズのメカモジュール単品では、現行比で
47％の軽量化を実現しています。今後、メカモジュールを含め
た製品全体では、20％以上の軽量化を目指しています。

ホームページ

http://www.clarion.co.jp/

のメカモジュールを参照願います。

GS-1～メカニズムシリーズ～

メカモジュールの軽量化

実走行燃費悪化の理由

車両の総重量が増加すると、走行に必要なエネルギーも大き
くなります。自動車の走行時に生じる「転がり抵抗」「加速抵
抗」「勾配抵抗」は、車両の総重量に比例します。従って、総重
量が増加すると実走行燃費が悪化します。

製品の軽量化による実走行燃費の改善

製品の軽量化は、実走行燃費が良くなり、エネルギーの消費
が少なくなり、CO2の排出量の削減となって環境負荷低減に
なります。

（ＥＣＣＪホームページより）

AutoPC CADIASによる環境負荷低減

車載用情報端末による環境負荷低減（高度ネットワーク情報に対応した製品開発による省エネ効果など）

クラリオンはIVCS（In Vehicle Computing System）をテー
マに、ドライブをサポートする総合的な情報通信サービスに対
応する、次世代の車載用情報端末の開発を進めています。
クラリオンが開発したAutoPC CADIAS（車載用情報端末）
は携帯電話、ノートPC、カーナビゲーションなどモバイルメディ
アの著しい発展と高度化に対応したネットワーク化を果たして
おり、最先端技術の情報技術を活用して人と車と道路を一体
化しようとする理念に基づいて開発されました。

AutoPC CADIASの機能の利用による効果

ITS利用による走行効率化

高度情報化に対応した性能が、VICS（道路交通情報通信システム）や
ETC（有料道路自動車料金収受システム）などのITS（高度道路交通シ
ステム）を素早く利用することによって自動車を無駄なく効率的に走行さ
せることができ、燃費の向上になります。ITS利用によって期待される省エ
ネルギーの効果として、無駄な走行の減少等による走行台キロの削減、
また、円滑な運転の実現による速度上昇を考え、燃料消費削減により、
結果的にCO2排出量の低減になります。

カーナビゲーションの利用による燃費の向上
カーナビゲーション利用による効率的な走行と目的情報（ガソリン
スタンド、コンビニ、レストランなど）の素早い検索によって実走行
距離が短縮され、燃費が向上されます。

携帯電話の利用による顧客連絡や緊急事態連絡対応
携帯電話の広域通信の利用で広範囲に走行中でも連絡が可能であり、
顧客との連絡や緊急事態連絡対応などが、即可能となります。
ステークホルダーとのコミュニケーションが図れます。

車載用ＰＣの利用による情報収集、業務効率化
車載用ＰＣの活用で、オフィスとのシームレスな共有が可能となり、
円滑な活動の効率化が図れます。

車室空間造成による安全運転
カーオーディオシステムにより好きな音楽を楽しむことができ、
サウンドシステムが車内空間で精神的な安らぎを与えます。
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車両重量増加分（kg） 

0 50 100 150 200 250 300

● 車両重量増加による燃費悪化率 

  10kgでは0.31％の悪化 
=年間2.5  の悪化 

モーター数 

重量 

部品点数 

3個 2個 

約650g 約350 g

177 pcs. 94 pcs.

NEO CD（現行） GS-1（新） 
 

● 現行メカ（NEO-CD）と新メカ（GS-1）との比較表

事故状況
映像情報

位置情報

ドライバーの
状態情報

路面状況等の
道路情報

前方・側方車両等の
周辺情報

周辺の歩行者
情報

交通事故発生
場所情報

 携帯電話 
(ハンズフリー)

音質空間 

VICS（ITS利用） 

車載用PCインターネット情報 

カーナビゲーション 
車載用情報端末（AutoPC CADIAS）のコンセプト
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OFF

環境負荷低減活動 環境負荷低減活動

化学物質管理

クラリオンでは、現在発効されている欧州廃車指令（ELV指令）などの法規制を遵守しています。また、今後の法規制及

び業界の環境保全の動きに対応すべく、化学物質の削減や廃止に関する活動をすすめています。

はんだの鉛フリー化の展開 定期的なパトロール（予防）活動

自動車メーカーからの要請とELV指令を受け、製造工程で
使用するはんだの鉛フリー化を目指し、2002年5月より検
討をはじめています。まず試作品で製品の信頼性評価を実
施したのち、2003年1月より一部のラインで生産を開始しま
した。鉛フリー化については、2005年の全廃を目指し、活
動を進めています。

東北事業所においては、環境汚染物質の漏洩、流出、事故等
を未然に防止する目的で、定期的にパトロールを展開していま
す。このパトロールを通じて社員が予防活動に関わる事で、環
境意識の向上にもつながっています。

化学物質の排出量削減実績

化学物質取扱に関する教育を実施

クラリオンでは、化学物質の取扱いに従事する社員に毎年
1回以上、教育を実施しています。2002年度は、生産技術
部門の技術者が講師となり、教育の対象部門を従来の生
産部門に加え、設計部門まで広げ、全社で鉛フリーはんだの
技術関連についての教育を実施しました。
この教育は、はんだの鉛フリー化を推進する上で、大きな効
果を上げています。

IPA（イソプロピルアルコール）については、基板の無洗浄
化により排出量を79％削減できました。
しかし、はんだ及び廃油については、生産工場の集約により、
対象範囲が拡大したため、排出量が増加してしまいました。
これら３物質については、2003年以降でリサイクルを目指す
予定です。

省エネルギー活動

クラリオンでは、2002年度の環境負荷低減活動の省エネルギー活動として、電

力使用量の削減及び燃料使用量の削減活動を推進し、CO2の排出量の低減を実

施しました。また物流における省エネルギー活動もしており、トラックとコン

テナの適正荷量と配車管理の効率化を図り、CO2の排出量の低減をしました。

事業所による省エネルギー活動の徹底

①冷房の設定温度を１℃高めに設定し、推奨温度の28℃とし、節電を実施しました。

②ブラインドを閉めたり、遮光フィルムを窓ガラスに貼り、日射負荷を減らしました。

③空調設備の効率的な運転を行うため、定期点検やフィルターの清掃を

こまめに実施しました。

④冷房効果が低下しないように、空気の吸いこみ吹き出し口には障害物を

置かないように徹底しました。

①不使用場所の消灯、昼光の有効利用（窓際消灯）など適時点灯の実施を徹底しました。

各電源スイッチ付近に省エネシールを貼り、徹底しました。

②駐車場の街灯や通路及び窓際の照明の間引きを実施しました。

①自動販売機の見直しを行い、９台削減し、残りを省エネルギータイプに

切替えました。

②パソコン、コピー、ファクシミリなどのOA機器に節電機能がついている場合は

節電モードに設定し、昼休みなどの未使用時には電源をOFFにすることを

徹底しました。

（定期的にパトロールを実施）

空
調
関
連

照
明
関
連

一
般
・
O
A
機
器
等
関
連

東北事業所の事務所間引き照明実施例

東北事業所の省エネシール実施例

埼玉事業所の会議室の消灯、
温度管理実施例

省エネルギー活動によるCO2排出量の削減実績

物流における省エネ活動

クラリオンは、物流活動による製品の輸送関係においても効
率化を図ることが環境負荷低減の重要な課題と認識していま
す。実際には、「輸送車両手配実施要領書」を作成し、手順
に従った活動を実施し、効率化を図っています。

トラックの適正荷量と配車管理によるCO2削減

製品の配送効率向上のためにトラックの積荷の配分をトラッ
クの荷台とマッチした大きさのパレット単位とし、荷台一杯
のパレット数になった時点で輸送するという効率化を図った
配送方式をとっています。トラック車の運送回数を減らすこ
とにより、燃料の削減を実施しました。

コンテナ車の適正荷量と配車管理によるCO2削減

コンテナ車においても、適正荷量になった時点にて、輸送する
ように、配車管理することにより輸送効率化を図っています。コ
ンテナ車の運送回数を減らすことにより、燃料の削減を実施
しました。

適正パレット数＞パレット数
（適正パレット以上で輸送する）

無鉛はんだ付装置

試作１号機

パトロールによる予防活動 

予防処置の改善及び意識の向上 
予防処置の実施と改善及び意識の向上 

結　果 

はんだ 

廃油 
 

IPA

5000 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

29％増 

79％減 

3471
4321

1164
1496

2306
489 2001年度 

2002年度 

排出量実績 

24％増 

(kg)

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

（千kwh） 電力使用量実績 

1,000

3,000

5,000

7,000

9,000
全エネルギー（トンCO2)

全エネルギーのCO2排出量 電力使用量 

99年度 00年度 01年度 02年度 99年度 00年度 01年度 02年度 

パトロール実施状況
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環境負荷低減活動

廃棄物削減活動（リサイクル推進）

クラリオンでは、2002年度の廃棄物総排出量の削減と併せてリサイクル活動の推進を実施し、ゼロエミッション

を目指して活動を進めています。

相互パトロールによる廃棄物分別の
徹底及びリサイクルの推進

部品等の納入荷姿の改善による廃棄物削減

同じ事業所内の部署間で、廃棄物の分別状況をパトロールし、廃
棄物の分別の重要性や廃棄物に関する教育を相互に行なって
います。このことにより、廃棄物の分別が徹底され、リサイクルで
きるものが増加しました。

相互パトロール活動とは・・・

部署が主体性を持ち、部署対他部署間で廃棄物分別
の徹底をパトロールし、相互に改善をする活動です。

部品などの納入荷姿を改善することで、ダンボールや産業
廃棄物が削減できました。

ASS'Y部品の解析調査

産業廃棄物総排出量及びリサイクル量の実績

従来、製品のASS'Y部品として廃棄していた産業廃棄物の
素材を解析調査し、リサイクルできるものを検討しました。その
結果、業者との調整により従来、ASS'Y部品として廃棄して
いた基板を、2002年8月
よりガラス繊維と紙繊維
に分別し、リサイクルして
います。

上記のような活動や、環境教育を行った結果、下記のように産業廃棄物の排出量を年々削減し、2003年3月には1998年
実績基準で78.7％を削減し、リサイクル量は18.7％の増加となっています。

環境負荷低減活動

事業所に於けるゼロエミッション活動の展開

クラリオンは、2003年度の本部方針の中長期計画の一

つに「ゼロエミッションへの取組み」を設定しています。

産業廃棄物の総排出量の削減と併せて、リサイクル活

動などを推進し、ゼロエミッションを目指しています。

ゼロエミッションへの展開

クラリオン全社での、2002年度のリサイクル率が87．1％
であり、東北事業所においては、2003年5月現在で、リサイ
クル率が既に、93％に達成しています。従って、目標の
95％以上にあと少しで達成が見えてきました。東北事業所
を皮切りに全社展開を目指して活動を推進しています。

クラリオンでは、５段階の処理方法を推進し、
ゼロエミッション活動を展開しています。

クラリオンのゼロエミッション活動は経済性と環境保全及び
廃棄物処理費用の削減を考慮するとともに、リサイクル処理
のための化学物質の発生はないように活動しています。

クラリオンのゼロエミッションの定義

サイトから排出される廃棄物について5Rの徹底を実施し、
再資源化で目標を達成する。

具体的な活動事例

●廃棄物削減に関する環境リーダー教育の実施
廃棄物削減部会の取り組み、ゴミの分別、パトロール実施
要領などについて教育を実施しました。

●環境パトロールの実施
毎月１回、各サイトにおいて廃棄物パトロールを実施し
ています。

●廃棄物を54種類に分別
廃棄物を細分化することでリサイクルできる項目を
増やしています。54種類に分別しています。

東北事業所のリサイクルセンター

廃棄物削減部会の環境リーダー教育

環境パトロールの実施

●スローガン 混ぜればゴミ、分ければ資源

ガラス繊維基板 ASS'Y

パトロール活動風景

廃棄物を54種類に
分別し、リサイクル
などを実施。
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78.7％ 
DOWN

18.7％UP

産業廃棄物 

リサイクル 

産業廃棄物総排出量及びリサイクル量 

プラスチックリール糸はんだ用ボビン

部品スティック

●リユースしています

錆防止用の合成繊維入りの
紙が巻いてあった為、大量の
廃棄物が発生し、更に処理時
間がかかっていました。

錆防止用の合成繊維入りの紙
をやめて、簡易的なラップ巻き
に納入荷姿を変更し、廃棄物
を削減しました。ラップはリサイ
クルしています。

従 来

改善後

●【事例】：プレス用コイル状板金材の納入荷姿改善

環境リーダー 

ゼロエミッション推進体制 

環境委員会 

廃棄物削減部会 

事務局 

本 社 本社事務所 東北事業所/CML CML群馬 

（第一ステップ）2004年3月（東北事業所） 
（第ニステップ）2005年3月（埼玉、白山、群馬） 

達成 
目標 

対象 
物質 

対象 
範囲 

達成 
時期 

サイトからの廃棄物の総排出量を95％以上  
リサイクルなどを実施する。 

クラリオンの廃棄物分類で定める54種類とする。 
 

国内のISO14001認証取得の４サイト 
（白山、埼玉、東北、群馬）とする。 

Return

 
通函の使用等       
 

（リターン） 

 
出来るだけ 
分解して再使用等 

 
分別の徹底により、 
資源の有効活用等 

ごみになるものを受入しない 

戻せるものは戻す 再資源化する 

再使用する 

廃棄物削減の５つのＲと活動事例 

Recycle
（リサイクル） 

Reuse
（リユース） 

Refuse
（リフューズ） 

Reduce

外部からの 
持ち込み禁止 等 

（リデュース） 
ごみになるものを 
持ち込まない 

部品等の納入荷姿改善による 
ダンボール納入の抑制など 
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環境負荷低減活動 環境負荷低減活動

OA紙やEDP用紙などの使用量削減活動 地域社会活動

クラリオンは、地球環境における環境負荷低減活動の身近な課題として、OA紙類の使用量削減活動を展開しています。

オフィスでの身近な活動から取り組みを開始し、確実な削減効果を上げています。

OA紙の使用量削減活動
分別箱の設置による分別の徹底

オフィスにおいては、OA紙のリサイクルを推進するため、分別箱
をフロアに設置し、分別を徹底して実施しています。
コピー紙の裏紙やEDP用紙（コンピューター用連続用紙）など
片面使用の用紙は裏紙を再利用し、新聞紙や印刷物などはリサ
イクルにまわしています。

図面管理システムの活用による図面枚数の削減

クラリオンでは、図面管理システムを構築し、図面の検索を画面
上で行ない、出力しなくても参照できるようにしています。目的別
に配布先や配布枚数を自動化し、無駄のない図面の出力を可
能としています。

その他の活動

電子メールの活用や両面コピーの推進などを社員に呼びか
け、日常の業務の中でもOA紙の削減に心掛けています。両
面使用した後のコピー紙はリサイクルに回しています。尚、片
面又は両面使用した後のコピー用紙で、機密的なものについ
ては、リサイクル専用シュレッダーにて処理した後にリサイクル
しています。

EDP用紙のコピー用紙化再利用

EDP用紙については、片面使用後、専用のカッター機を使って
A4サイズに切断し、コピー用紙、FAX用紙、プリンター用紙として
活用しています。

EDP用紙の使用量削減活動

情報処理用として使用しているEDP用紙については、定型
の普通紙への転換や電子媒体の利用、業務の合理化など
により、削減しています。

フロアにおいた分別箱

専用のカッター機

リサイクル専用シュレッダー

全社のOA紙及びEDP用紙使用量削減活動実績

クラリオンは「人と社会と自然の調和をめざして」を掲げ、

よき企業市民として、お客様に愛される豊かな社会づくり

に努力しています。

定期的な緑化活動

事業所周辺の清掃活動

東北事業所では事業所内の緑化活動に取り組んでおり、その
一環として、毎年、ハナミズキを植樹しています。ハナミズキは春
に咲く美しい花で、見る人を楽しませています。

各事業所では、清掃活動や植樹活動などを身近な環境活動
として行ない、地域の美化に貢献しています。

本社事務所

毎月、月初に事務所周辺の清掃の実施とあいさつ運動を実施
しています。駅が近いので住民や通勤客から喜ばれています。

東北事業所

毎日、事業所周辺の清掃を実施し、いつも美化を保つように
努力しています。工業団地なので郡山市などの清掃活動にも
積極的に協力しています。

CML群馬

毎年、5月と11月に事業所周辺の大清掃を実施しています。
敷地面積が広いので大変ですが、景観を大事に考えています。

うつくしまふくしま美化地域活動

福島県主催の「うつくしまエコリーダー養成講座」を受講した社
員3名が、環境保全推進員（うつくしまエコリーダー）に認定され
ました。地域に密着した環境保全活動のリーダーとして、福島県
の環境保全活動の裾野拡大と活性化に協力しています。

工場見学／学習活動

東北事業所では、地元の小学校、高校、短期大学からの工場見
学を積極的に受け入れています。見学者に対しては、事業所の
事業活動や環境活動について説明し、学習に役立てていただき
ます。2002年度は50名の来社の実績があります。

芍薬の花を郡山市へ寄贈

東北事業所にあった芍薬の花を広く市民の皆様にも観賞し
てもらうため、2001年に郡山市へ寄贈しました。現在は、市内
の荒池公園に植えられ、市民の憩いの公園として親しまれて
います。

ハナミズキの花

東北事業所

東北事業所での清掃活動

寄贈した芍薬の花＊２００２年度のコピー用紙については、事業所の再編により関係会社9社が対象範囲に入ったため増加しています。 

コピー用紙枚数削減実績 
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編 集 後 記 

環境情報開示

クラリオンは、環境会計を導入した「環境報告書」の発行をはじめとして、多様なメディアを通して環境コミュニケーション

を図り、ステークホルダーと連携しながら環境保全活動をより充実していきたいと考えています。

「環境報告書2003」の発行 ホームページへのアクセス

2000年に初版の環境レポートを発行してから2年のブランクが
ありましたが、ここに環境会計の導入を機会に、「環境報告書
2003」を発行することが出来ました。今後の環境活動のコミュ
ニケーションの場として活用していただきたく、皆様の暖かいご
支援をお願いします。

現在、クラリオンでは2002年度の環境保全についてホームペ
ージを開設しており、環境活動に関わる情報を社内外に開示し、
広くコミュニケーションが図れるように積極的に取り組んでおり
ます。今回から「環境会計」を導入し、より充実した情報として
皆様に提供していきます。

「会社概況2003年版」の発行

Information on Clarionとして「会社概況2003年版」を発行し
ております。果敢な事業戦略と先見性をもつクラリオン製品の紹
介や品質及び環境保全等についての積極的な取り組み姿勢を
情報発信しています。

ホームページ
http://www.clarion.co.jp/
環境レポートを参照願います。

環境保全活動のあゆみ

5月 ISO14001認証取得準備プロジェクト発足
8月 環境委員会・専門部会活動キックオフ

2月 環境管理マニュアル（第1-1版）作成
6月 第一回内部環境監査実施
12月 第一回事前審査受審

2月 第二回事前審査受審
3月 ISO14001本審査受審（5サイト）
4月 ISO14001認証取得
（審査機関JIA-QAセンター登録No.JE039A）

4月 第一回拡大定期審査受審（4事業所）
10月 環境会計システム導入検討開始

5月 環境会計システム導入PJ発足
5月 はんだの鉛フリー化WG発足
8月 グリーン購買ガイドライン発行

2月 第一回更新審査受審（4サイト）
3月 3年毎の更新認証取得
（審査機関JIA-QAセンター登録No.JE0039B）

1998 2001

2002

2003

クラリオンの環境活動にとって、2003年度は大きな転換期であり、初

めての環境省のガイドラインに沿った「環境会計」の導入と「環境報

告書2003」の発行が、今後の環境活動の飛躍の足掛かりになると確

信しています。社会が抱える課題に対して、企業として取り組む姿勢と

身近な活動の成果の掲載を目指しました。本環境報告書を通して、皆

様と少しでもコミュニケーションが図れれば幸いです。

●発行人　　管理本部長
環境管理責任者　　関　次郎

●編集担当　総務部　
環境管理グループ　佐藤　正

2003年7月発行

クラリオン（株）「環境報告書２００３」の作成に協力して

貴社では、企業理念に「人と社会と自然の調和を図り、環境の維持に努める」と明確に環境への取り組みを示していま
す。そして環境委員会や省エネルギー、環境汚染物質削減及び製品ライフサイクル対応などの取り組みを実質的に進め
ていく部会を設置し、環境マネジメントシステムの運用の徹底を着実に進めています。私たちは貴社が進めている環境保
全活動の概要が、「クラリオン（株）環境報告書2003」（以下、「本報告書」と略します）に誠実に反映されるよう、様々な
提言を行なってきました。特に環境会計については、その構築から提言を行なってきました。こうしたプロセスの中で本報
告書に関して私たちが感じたことを以下にコメントします。

１. 評価できる点

①記載事項
報告書掲載項目の選定に関しては、環境省の環境報告書ガイドライン等との対比を行うことにより、社会的に報告が求められていると考

えられる項目を記載するように配慮している点は評価出来ます。

②組織的な作成を実施

本報告書を作成するにあたって、PJ会議、拡大事務局会議等を開催し、環境部署に限らず広範な部署と連携し作成している点は評

価出来ます。

２. 今後期待される点

①報告対象の拡大
今回の報告書では、対象範囲が国内4サイトとなっており、国内のグループ関係会社はほぼ対象となっていますが、今後、海外のグル

ープ関係会社などへの対象範囲の拡大が望まれます。

②製品を通じた環境への貢献
製品のライフサイクル全体を考えた環境への取り組みを実践する事は大変重要な事であると考えられます。特に貴社では、製品を世

界各国の企業や人々へ提供しており、製品の環境性能を上げることによる環境への貢献は大きなものとなります。現在推進してい

る、製品への環境負荷物質抑止やリサイクル性の向上、省資源化の取り組みを更に進め、循環型社会の実現にさらに貢献する事

を期待します。

③ステークホルダーとのコミュニケーション
ステークホルダーとのコミュニケーションについて、本報告書では社会貢献活動のページにて触れていますが、今回の報告書をコミュ

ニケーションツールとして活用し、ステークホルダーとの環境に関する対話をすすめていくことを期待します。

１. 評価できる点

①貴社独自のガイドラインを作成
環境省の環境会計ガイドライン2002年版に沿いながらも、貴社の実情を考慮し顧客段階における効果を計上する等、独自の試み

を加味している点は評価出来ます。

②組織的な集計を実施
経理・環境部署だけでなく広範な部署が参加し、それらの連係をもとに組織的な集計を行なっており、集計結果についても多面的な

見直しを行なっている点は評価出来ます。

２. 今後期待される点

①経営への活用
環境会計の集計方法はほぼ確立した感がありますが、その活用についてはこれからという段階と思われます。

今後は経営のツールとして環境会計を活用していくことが望まれます。

②対象の拡大
経営への活用という観点から環境会計の対象項目の拡大を考えることが望まれます。例えば貴社ではELV指令への対応にも力を

注いでいますが、化学物質削減量等を効果の一項目として計上することにより、効果が数値となってあらわれ、環境会計の内容が

充実し、その有用性が増すと思われます。

③集計の迅速化・効率化
現在はマンパワーに頼らざるを得ない部分が多いですが、集計が迅速・効率的に行なわれることで環境会計の活用度が広がりま

す。今後はIT化の推進等をご検討いただきたいと思います。

なお、本コメントは、環境報告書の記載情報の収集と報告プロセスの有効性や
記載情報の信頼性について第三者としての意見を述べるものではありません。

2003年7月　
株式会社 中央青山PwCサステナビリティ研究所

1999

2000

１．環境報告書に関して

２．環境会計に関して

会社概況とWorld PC Expo 2002の展示


