
環境マネジメント

基本的な考え方

東洋インキグループは、早くから環境保全を重要な課
題と認識し、1973年に「環境改善対策本部」を設置し、
環境負荷低減に取り組んできました。

1996年には、企業におけるこれからの環境保全活動
は、事業者としての責務を果たす一方で、企業としての
環境理念を明確に示すことが大切であるという考えに
立ち、環境にかかる経営基本方針である「環境・安全基
本方針」「環境・安全行動指針」を制定しました。

東洋インキグループの環境マネジメントシステムで
は、この基本方針と行動指針をISO 14001における環
境方針と位置付け、全社員への周知・徹底を図るととも
に、それぞれに目的・目標を設定して、実現に向け取り
組みを推進しています。

環境安全マネジメント体制

これまでのCSR統括委員会を「サステナビリティ委員
会」に改称・改組し、その下に新設した「ESG推進部会」
が気候変動対応やTCFD提言に基づく情報開示などを
推進しています。また、東洋インキSCホールディング
ス(株)生産・物流本部が専任組織としてグループ全体の
安全、環境、品質保証、SCM、化学物質管理、貿易管理
を統括し、中核事業会社が主体となって国内外のグルー
プ会社の環境管理を推進しています。

環境・安全基本方針
東洋インキグループは創業以来、色彩の開発を通して人々の生活文
化の向上に寄与し、その経営活動の中で、国内外の法順守はもとよ
り、事業活動と製品・サービスおよび人に係る安全・健康、地球環
境保全、省資源、省エネルギー、地域社会との協調を常に心掛けて
まいりました。
今後も、「持続可能な発展」の国際原則に基づき、「東洋インキグルー
プ CSR 憲章」を尊重して継続的改善に努め、あらゆるステークホ
ルダーの視点に立ち、一層の社会的責務を果たす努力をしてまいり
ます。

（1996年6月制定 2011年4月改定）

環境・安全行動指針
1.  社員一人ひとりが地域社会の一員として、地球環境問題を自覚

し、社会に貢献するよう努めます。
2.  製品の全ライフサイクルにわたって、環境保全と人の健康に配

慮した製品の開発及び提供に努めます。
3.  生産にあたっては、安全操業と保安防災に努めるとともに、省

資源、省エネルギーに徹して環境への負荷低減に努めます。
4.  製品と環境・安全に関する情報の積極的な提供とコミュニケー

ションを図り、お取引先、地域社会及び生活者の環境・安全・
健康の向上に努めます。

5.  法規制を順守し、行政の施策に協力するとともに、地球規模の
環境問題に対応すべく国際的な協調に努めます。

（1996年6月制定 2011年4月改定）

▼ 環境マネジメントにかかわる組織・体制（2022年度）

生産・物流本部

環境・SCM推進室 ・ 環境とSCMに関する戦略策定、関連部門との連携・実行、実績評価

化学物質管理室
・ グループ各社が各国の化学物質管理法令を遵守するため、また貿易に関する経済連携協定等の適切な活用と

安全保障輸出管理を遵守するための情報提供ならびに管理支援

統制・管理

企画部 ・ 環境投資について評価、管理
・ 品質保証と環境安全・保安防災に関する戦略策定、関連部門との連携・実行、実績の評価

サステナビリティ委員会

リスクマネジメント部会

・ 全社のサステナビリティに関するあらゆる活動における 
計画策定・推進・評価・フォローの実施（経営層への報告）

・ サステナビリティ会議の開催とサステナビリティ活動の 
報告および方針の共有

代表取締役社長　グループCEO グループ経営会議

取締役会

監督

監督 報告

連携

報告・提案

・全社リスクマネジメント活動の推進
・リスク発生の未然防止とリスク被害の軽減策の推進

・ TSV2050/2030に基づく全社サステナビリティ活動の推進
・気候変動対応に関する実務および推進
・TCFD提言に基づく情報開示など、社内外への発信

ESG推進部会

国内外のグループ会社
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TSV2050/2030は、2050年を目標年としてある
べき姿を示した「TSV2050」と、そのマイルストーン
としてバックキャストした2030年目標「TSV2030」
の2つ で 構 成 さ れ て い ま す。 東 洋 イ ン キ グ ル ー プ
は、環境目標（SIC-Ⅱの目標）と、その先の中長期目標

「TSV2050/2030」をサステナビリティ活動の指標と
して、取り組みを強化しつつ、2050年の「カーボン
ニュートラル達成」を目指します。

目標

■ 2050年を見据えた中長期目標の策定
近年の気候変動対応やカーボンニュートラル、SDGs

への取り組みに関するグローバルの動向など、企業に向
けられた要請が活発化している社会状況に対応するに
は、より長期的な視野での取り組みが必要と考え、2050
年を見据えた中長期目標としてサステナビリティビジョ
ン「TSV2050/2030」を2022年1月に策定しました。

サステナビリティビジョン「TSV2050/2030」
TSV2030（2030年目標）

2050年へのマイルストーン
SDGs達成への貢献

TSV2050（2050年目標）
カーボンニュートラル達成

1． 持続可能な社会を実現させる 
製品・サービスの提供

・ サステナビリティ貢献製品の売上高比率80%
・ ライフサイクル視点でCO2排出削減に貢献できる 

製品の拡大

・ すべての製品をサステナビリティ貢献製品に
・ お客様の脱炭素化に貢献

2． モノづくりでの環境負荷低減 ・CO2排出量： 国内35%削減（2020年度比） 
海外35%削減（2030年度BAU比）

・ 廃棄物外部排出量：国内50%削減（2020年度比）
・ 有害化学物質排出量：国内30%削減（2020年度比）

・ 生産活動でのCO2排出量を実質ゼロ、 
環境負荷を最小化

・ 廃棄物の発生を最小化
・ 持続可能な水利用を実現

3． 信頼される企業基盤の構築 ・ 環境・社会調和な原材料調達の実現
・ 社員の多様性の尊重、自然・地域との共生
・ 絶え間ないガバナンス体制の再構築

・ サプライチェーン、人材・地域活動、ガバナンスを 
環境・社会貢献の視点で継続的に改革・変革

環境目標　SIC-Ⅱ（2021～2023年度）
環境目標の3つの方向性 KPI・目標

1． モノづくりでの環境負荷低減 CO2排出量（国内） 12％削減（2020年度比）
化学物質排出量（国内） 10％削減（2020年度比）
廃棄物外部排出量（国内） 19％削減（2020年度比）
エネルギー原単位（海外、主要な生産拠点） 3％削減（2020年度比）

2． 持続可能な社会を実現させる 
製品・サービスの提供

環境調和型製品売上高構成比の向上 70%（2020年度比4ポイント増）

3． 自然・地域との共生 生物多様性の推進 植樹などによる森林保全と、地域の河川・湖などの 
環境保全の推進

法規制遵守状況

2021年度、東洋インキグループの国内外の事業所に
おいて、緊急事態対応を要する環境事故の発生はありま
せんでした。また、国内では環境関連の法規制に関連す
る行政指導はありませんでした。海外では、指導があっ
た際は適正な対応を図り不備を改めています。
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事業活動に伴う環境負荷

■ マテリアルバランス
東洋インキグループは、さまざまな原材料、エネルギー、水などを使用して製品を生産・提供するとともに、その生

産の過程でCO2、化学物質、排水、廃棄物などを発生させることにより、環境に負荷を与えています。マテリアルバラ
ンスの全体像を把握し環境保全活動の効果を明確にすることで、環境負荷のさらなる低減を進めていきます。

　　原材料
（溶剤、樹脂、顔料など）
 168,356t

（化学物質※取扱量  51,011t）

　  副資材
（ドラム缶、5ガロン缶など）
　　                8,255t

　  エネルギー
電力 5,073万kWh
A重油 508.9kL
LPG 36.3t
都市ガス 20,178千m3

　  用水
上水 16万m3

工業用水 0万m3

地下水 282万m3

合計 299万m3

　  CO2

CO2排出量 71,533t-CO2

（エネルギー由来）

　  化学物質
化学物質※排出量 61.7t

　  排水
排水 230万m3

　  環境汚染物質
SOx排出量 0.8t
NOx排出量 53.1t
ばいじん排出量 1.7t
COD排出量 68.4t

　  廃棄物
廃棄物発生量 15,984t
最終処分量 0t

2021年度の東洋インキグループ国内の4製造所6工場で、国内の全生産拠点のエネルギー使用量の約92.3%を占めています
（4製造所6工場：富士製造所、川越製造所、埼玉製造所、守山製造所、茂原工場、岡山工場、西神工場、尼崎工場、千歳工場、千葉工場）
※ここでの化学物質は、PRTR法第1種指定化学物質と日本化学工業協会指定物質群を合わせた物質群を対象にしています

色材・機能材関連事業

汎用顔料、顔料分散体、高機能顔料、カラーフィル
タ用ペースト、カラーレジスト、カラーマスター
バッチ、機能性マスターバッチ、機能性コンパウ
ンド、記録材塗料、カーボン分散体、インクジェッ
トインキなど

ポリマー・塗加工関連事業

粘着剤（感圧性接着剤）、ラミネート接着剤、ホッ
トメルト（熱溶融型接着剤）、接着テープ、エレ
クトロニクス関連機能性フィルム材料、マーキン
グフィルム、製缶塗料、樹脂、ハードコート、メディ
カル製品、天然材料など

パッケージ関連事業

グラビアインキ、フレキソインキ、グラビア機器、
グラビア・フレキソ製版など

印刷・情報関連事業

オフセットインキ、新聞インキ、金属インキ、
UV 硬化型インキ、オフセット印刷材料、印刷検
査装置、スクリーンインキなど

製品 165,467t

東洋インキグループ
国内の4製造所6工場

INPUT OUTPUT

リンク 環境データ集P.37に2019〜2021年度のデータを記載しています。
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