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「富士通フロンテックグループ環境方針」に基づき、社会と協働し、豊かで美しい地球環境と
持続可能な社会の発展を目指します。

私たちの環境重点テーマ –Our Environmental Priority Themes-

富士通フロンテックグループ環境方針

理念 行動指針

富士通フロンテックグループは、富士通グループ環境方針

を順守し『環境にやさしい企業活動』を基本理念として地球

環境保全への取り組みを経営の最重要課題の一つであると認

識して推進します。

ICT企業としてそのもてるテクノロジーと創造力を活かし

社会の持続可能な発展に貢献します。また、事業活動にかか

わる環境法や環境上の規範を順守するにとどまらず、自主的

な地球環境保全活動に努めます。

さらに、豊かな自然を次の世代に残すことができるよう

すべての組織と一人ひとりの行動により先行した取り組みを

継続して追求していきます。

① 製品・サービスのライフサイクルを通じ、すべての段階

において環境負荷を低減する。

② ICTプロダクトとソリューションを通じ、お客さまや社

会の環境負荷低減と環境効率の向上に貢献する。

③ 省エネルギー、省資源および3R（リデュース・リユー

ス・リサイクル）を強化したトップランナー製品を創出

する。

④ 活動、製品およびサービスが環境に与える影響を常に認

識し環境関連法規制、その他の要求事項、自主基準等を

順守しCSRを果たす。

⑤ 活動、製品およびサービスにかかわる環境影響評価結果

に基づき、汚染の予防および継続的な改善を図る。

⑥ ｢社会への貢献｣と｢自らの事業活動｣において、環境目

的・目標の設定、見直しを行い、全員参加で一人ひとり

が気候変動対策や生物多様性保全を始めとした地球環境

保全に努める。

富士通フロンテックグループは、気候変動問題や生物多様性保全など企業をとりまくグローバルな

環境課題の動向や富士通グループの環境方針および中長期環境ビジョンに基づき「富士通フロンテッ

クグループ環境方針」を定め、当方針に基づいた「富士通フロンテックグループ環境行動計画」を策

定し実践しています。

2016年度から2018年度の環境目的・目標を「富士通フロンテックグループ第8期環境行動計画」と

して策定し、第7期活動をより深化した内容で推進しています。

第7期行動計画

第8期行動計画

深化

編集にあたって
富士通フロンテックグループは、最先端の技術で人とICTをつなげ

る企業集団として、お客様と社会の期待に応え、お客様と喜びを分
かち合うため、ハード・ソフト・サービスによるソリューションを
的確、かつ迅速にグローバルに提供することを使命として捉えてい
ます。

本報告書では、第8期環境行動計画（2016～2018年度）活動期
間中の2016年度の実績および主な活動を中心に紹介しています。

報告範囲
本報告書に記載した環境関連データには、富士通フロンテック㈱

本社・東京工場、新潟工場、熊谷サービスソリューションセンター
大宮ソリューションセンターおよび㈱富士通フロンテックシステム
ズなどを対象範囲としています。なお、富士通フロンテック㈱本
社・東京工場のデータの中に㈱ライフクリエイトのデータも含まれ
ます。

対象期間
2016年度の活動を中心に報告しており、記載しているデータはそ

の実績値です。ただし、それ以外の期間の内容も一部含みます。

コミュニケーション（編集後記）
世の中でますます環境保護の重要性が叫ばれる中、皆様のおかげ

により今年度も「環境報告書第14号」を発行することができました。
今後も年1回の発行を予定していますが、皆様のご意見を参考に

しながら、さらに読みやすい内容となるよう努めてまいります。

発行 2017年10月
発行責任者 代表取締役社長 五十嵐 一浩
企画・編集責任者 環境管理センター長 安藤 丈己
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持続可能な社会の実現を目指し、「B to B to Front
（お客様の最前線：フロント）」で地球環境保全に貢献します。

ごあいさつ -Top Messages-

「環境にやさしい企業活動」を基本理念とし、より広く先行した
取り組みを追求することで地球環境保全に貢献します。

代表取締役社長（環境経営委員長）

五十嵐 一浩
国際社会では、持続可能な社会の実現を目指し

て2015年に共通の2つの目標が合意されました。1
つ目の目標「持続可能な開発目標（SDGs※）」は
経済・社会・環境の3つの側面からの課題を包括的
に含み、国際社会が2030年までの達成を目指して
行 く も の で す 。 2 つ 目 の 目 標 「 パ リ 協 定 」 は
2 0 2 0 年 度 以 降 の 温 暖 化 対 策 の 枠 組 み と し て
2016年度に発効されました。世界の気候変動対策
は事実上「脱炭素化」に向けて動き出しています。

こうした中、富士通グループは、2050年までに
自らの事業活動に伴うCO2の排出をゼロにし、脱炭
素社会の実現および気候変動の適応策に貢献する
こと、「CO2ゼロエミッション」という高い目標を
掲げました。

富士通フロンテックグループは、「最先端の
技術で人と ICTをつなげる製品やサービスの提
供」をコンセプトに、「B to B to Front（お客様
の最前線：フロント）」という領域において、
プロダクトからソリューション・サービスを
トータルで提供してお客様のビジネスの革新と
発展を支えていくことを使命としています。

こ の よ う な 当 社 グ ル ー プ の 事 業 活 動 、 バ
リューチェーン全体で、自らの省エネ・脱炭素
を徹底することは当然として、お客様をはじめ、
社会の省エネ・脱炭素に対する貢献にも注力し
てまいります。

例えば、金融機関向けのATMや営業店端末、
流通業務向け自動機やターミナル製品、公営競
技市場向けトータリゼータシステムなどのプロ
ダクトでは、トップレベルの省エネ、環境配慮
型製品を提供し、お客様のエネルギー効率化な
どに貢献しています。

また、金融ATMおよび流通店舗関連ソリュー
ションやアウトソーシングサービス、ヘルプデ
スクサービスなどでは、お客様のライフサイク
ルを担うトータルソリューションとして様々な
面で効率化を図り、お客様の環境負荷低減・脱
炭素化に貢献してまいります。

2016年度からの3年間の活動目標として「第8
期環境行動計画」をスタートさせています。1年
目である昨年度はほぼすべての目標をクリアし
ましたが、本活動を引き続き着実に実行してい
くのと同時に、今後は、社会・環境課題の解決
にさらなる貢献を目指す長期目標「CO2ゼロエ
ミッション」に向けた活動について、取り組ん
でまいります。

経営執行役常務（副環境経営委員長）

松森 邦彦

2016年度は、省エネ・省資源に優れた環境配
慮製品の開発、温室効果ガスを低減する環境貢献
ソリューションの開発、社員が社会貢献活動を拡
大すること、電力を主体としたエネルギー消費を
削減して事業活動による環境負荷を低減させるな
どの目標を立て推進しました。

2017年度は、第8期環境行動計画の中間年度と
なります。最終目標を意識した環境貢献活動を展
開して目標の達成に向けて取り組んでいます。
● 社会への貢献

当社グループが開発する環境配慮製品は、エネ
ルギー効率においてトップランナー製品となって
います。新規に開発する製品の50%以上をトップ
レベルにするとともに、資源効率においても15%
以上の向上を目標としています。

また、環境貢献ソリューション・サービスの導
入実績が多く、お客様の温室効果ガス排出削減に
も貢献しております。
● 自らの事業活動

当社グループの事業活動におけるエネルギー消
費を抑えるために、節電をより強化しています。

2017年度は、使用電力量を2013年度比5%削減
を目標としました。

環境コンプライアンスでは、本社および新潟工
場で事業所の環境測定を実施して法規制の順守状
況を把握し環境報告書で公表しています。

● 環境経営
当社グループは、『環境にやさしい企業活動』

を基本理念として、地球環境保全への取り組みを
展開しています。

組織および社員一人ひとりが環境問題をよく理
解し、SDGsへの取り組みをより強く意識した環
境活動を積極的に推進してまいります。

さらに、富士通グループの一員として、中長期
環 境 ビ ジ ョ ン 「 Fujitsu Climate and Energy
Vision」を実現するため、 自らの事業活動および
お客様・社会における脱炭素化にも貢献していき
ます。

※ SDGs (Sustainable Development Goals)：
「国連持続可能な開発目標」の意。 2016年～2030年までの国際社会共通の目標。
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環境パフォーマンスデータにより、環境活動の全体像を数値で捉える
とともに、環境に配慮した事業活動を推進しています。

会社概要 -Company Profile- 事業活動と環境負荷 -Material Balance-
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【人】

■社名
富士通フロンテック株式会社
(FUJITSU FRONTECH LIMITED)

■設立
1940年（昭和15年）11月9日

■資本金
84億5,750万円

■決算期
3月31日

■代表者
代表取締役社長 五十嵐 一浩

（いがらし かずひろ）

■ ISO14001
明示登録証番号 EC98J2005-D050

■所在地
‐本社・東京工場

〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776
‐新潟工場

〒959-0294 新潟県燕市吉田東栄町17-8
‐大宮ソリューションセンター

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20
大宮JPビルディング7階

‐大阪ソリューションセンター
〒540-0001 大阪府大阪市中央区城見2-2-53
大阪東京海上日動ビルディング8階

‐熊谷サービスソリューションセンター（システム評価センター）
〒360-0801 埼玉県熊谷市大字中奈良1224 [富士通㈱熊谷工場内]

‐大森事務所
〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-14 イーストスクエア大森2階

■グループ会社（国内・海外）
‐株式会社ライフクリエイト (LC)
‐株式会社富士通フロンテックシステムズ (FJFS)
‐トータリゼータエンジニアリング株式会社 (TEL)
‐ FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES

(FDTP：フィリピン)
‐富士通先端科技（上海）有限公司 (FFTS：中国)
‐ FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA INC. (FFNA：アメリカ)

■富士通フロンテック・ウェイ

富士通フロンテックグループ社員一同、「富士通フロンテック・ウェイ」において定めた企業理念
企業指針および“行動規範・行動指針”に則り、企業活動によって生じる多様なリスクを低減し、社
会的責任を果たしてまいります。

また、上記方針を踏まえ「内部統制システムの整備に関する基本方針」を改訂し、経営の適正を確
保するとともに業務の効率化を図り、企業価値の持続的向上に努めています。

※ ISO14001の組織上、大森事務所は東京工場の下位組
織として活動しています。ただし、熊谷サービスソ
リューションセンター、およびその他の各支店は富士
通㈱と同一事業所のため、それぞれの事業所組織で活
動しています。

■環境組織■売上高の推移（連結） ■従業員の推移（連結）

環境経営委員会

東京工場環境管理委員会

含有規制化学物質対策委員会

廃棄物削減委員会

省エネルギー委員会

化学物質削減委員会

環境ソリューションＷＧ

グリーンプロダクト委員会

グリーン調達委員会

新潟工場環境管理委員会

環境管理事務局

大宮SC／FJFS環境管理委員会

INPUT 2016年度の実績 OUTPUT

富士通フロンテック
グループ

設計>>調達>>製造･開発

輸送

大気排出
CO2

エネルギー
電力

大気排出
746ﾄﾝ-CO2

エネルギー
燃料 285kL

お客様

■ 化学物質
2.0ﾄﾝ

■ 大気排出
5,818ﾄﾝｰCO2

■ 排水
26,360m3

■ 廃棄物
- 廃棄物発生量

255.6ﾄﾝ
- サーマルリサイクル

174.9ﾄﾝ
- マテリアルリサイクル

80.7ﾄﾝ

■ 原材料
- 金属

157ﾄﾝ
- プラスチック

16kg

■ 化学物質
2.4ﾄﾝ

■ 水
26,360m3

■ エネルギー
- 購入電力

10,068MWh
- 灯油, 軽油, ガソリン

1.8kL
- LPG 

23.5ﾄﾝ
- 都市ガス

2.3千m3

お取引先

輸送
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営業、開発、製造、サービスおよびソリューションを事業内容とし
各事業サイクルにおいて環境に配慮した活動を展開しています。

事業体制 -Business Structure-

富士通フロンテックグループでは、「B to B

to Front」をスローガンにハード・ソフトの開

発・製造に加え、販売から運用・保守などの

サービス提供まで、ハード・ソフト・サービ

スが一体となった製販一貫体制を構築し、そ

の各事業サイクルにおいて環境に配慮した活

動を展開しています。

各事業活動において環境に配慮

製造

営業 開発

顧客

営業 -Sales-

ソリュー
ション

サービス

「エネルギー効率」,「資源効率」に優れた環境配慮製品、環境貢献ソ
リューション導入を提案。お客様の環境負荷低減に貢献しています。

環境配慮製品、環境貢献ソリューションの提供

富士通フロンテックグループの営業部門では、省エネ・省資源を追求した「手のひら静脈

認証装置」などの環境配慮製品、およびCO2排出量の大幅な削減を実現する環境貢献ソリュー

ションを提供することで、お客様サイドの環境負荷低減に貢献しています。

※ Green Policy Innovation：
富士通グループ独自の環境ラベルです。環境面に特に配慮した
「グリーン製品」や「スーパーグリーン製品」などに表示して
います。

省エネルギー、省資源を追求し、環境配慮製品の開発に努めています。

ハードウェア製品の開発 -Development of Hardware Products-

小型／軽量化を実現した
航空・空港向け『エアラインプリンタ』

ハードウェア製品開発では、2つの目標

に取り組んでいます。1つは、エネルギー

効率に優れた製品の開発。ICT製品に関する

エネルギー規制も増加していく中、温室効

果ガス排出低減に向けて取り組みを行って

います。もう1つは、製品を構成する資源

を効率よく利用した製品の開発。これまで

も3R設計を進めてきましたが、さらなる省

資源化により環境負荷低減の取り組みも

行っています。

長年、航空・空港分野向けで培ってきた

ノウハウをベースに搬送構造、構造部品の

薄板化等を採用し、質量・体積ともに従来

機より大幅に削減。設置カウンター内で、

自由なレイアウトを実現しました。

従来分離のリーダライタ部とアンテナ

部を一体化。バスパワーも採用し、薄さを

従来機より大幅に削減。店頭カウンタでも

邪魔にならない大きさとデザインを実現し

ました。

第8期行動計画への取り組み

製品紹介

消費電力量削減と小型化を実現した
『静脈認証装置PalmSecure-F Pro』

アンテナ一体型を実現したRFID-RW
『カウンターセンサースリム』

高性能CMOSセンサ採用、電流駆動回路

の改良で1回の認証あたりの消費電力量を

削減し、光学レンズの小型化で、従来対応

できなかった組み込み機器への実装も実現

しました。

エネルギー効率、資源効率向上を追求
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IoTを活用したデジタルものづくりへの取り組み
～バーチャルとリアルを融合したスマートファクトリーへの挑戦～

製造（新潟工場） -Manufacturing (Niigata Plant)-

開発部門と連携したプロセス革新

設計品質確立の前倒し（フロントローディング化）のために、樹脂系と金属系の3Dプリン

ターを活用して試作製造～検証～設計へのフィードバックを行い、開発工程の効率化を図っ

ています。これにより、量産設計から量産製造までの大幅な期間短縮を実現しています。

また、多様なお客様からの要求や市場の変化に素早く対応するため、『作らずに作る』を

コンセプトに3Dデータを活用したバーチャル検証を確立し、開発期間の短縮／製品の安定供

給／品質安定化を図っています。これにより、さまざまな環境負荷（電力／廃棄物／材料／

物流等）の低減に大きな効果を上げています。

タブレット端末を活用した生産管理システムの拡大とレベルアップ
新潟工場では2014年から製造工程にタブレット端末を導入して、工程管理やチェックシー

ト管理を行うことで、作業の効率化、リアルタイムなデータ管理、ペーパーレス化を進め、

環境負荷の削減を実現してきました。また、量産製造の主力となる海外工場への展開も完了

し、国内外を合わせて約930台の端末が稼働しています。なお、海外工場では組立ラインだけ

でなく、工作現場における部品加工の分野にも展開しています。

現在、新潟工場ではシステム化したタブレット端末データを有効活用するため、「効率

化」、「品質向上」、「人材育成」の3つの視点から分析ツールを自主開発し、『データの見

せる化』による現場改善との融合を図る取り組みを開始しました。効果として、さらなる工

場のレベルアップと環境負荷の削減が期待されます。

現場改善

品質向上人材育成
タブレットデータ

効率化 融合

お客様に環境負荷の少ない製品・サービスを提供するために、お取引
先とともにグリーン調達を推進しています。

グリーン調達 -Green Procurement-

富士通グループでは、環境に配慮した部品・材料や製品の調達に関する基本的な考え方を

「富士通グループグリーン調達基準」としてまとめ、国内外のお取引先とともにグリーン調

達活動を推進しています。

製品の部材系調達にかかわるお取引先には化学物質を適正に管理していただくためJAMP※1

が業界標準として定める「製品含有化学物質管理ガイドライン」に基づくCMS※2の構築をお

願いし、サプライチェーンにおける製品含有化学物質の管理を強化しています。

※3：AIS／成形品に含まれる化学物質情報伝達シート（Article lnfotmation Sheet）
※4：MSDSplus／化学物質調剤に含まれる化学物質情報を伝達するための情報伝達シート（Material Safety Data Sheet plus）
※5：RoHS指令 ／電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令（Restriction of the use of certain hazardous substances）

地球温暖化などの気候変動問題への対応として、お取引先にもCO2排出量削減に向けた取り

組みをお願いしており、企業の地球温暖化問題へのかかわりから、活動の進め方などの情報

を提供しています。

※1：JAMP／アーティクルマネジメント推進協会（Joint Article Management Promotion-consortium）
※2：CMS／製品含有化学物質管理システム（Chemical substances Management System）

グリーン調達基準に沿った調達活動

含有化学物質管理システムの構築

含有化学物質情報の入手
法令を順守し含有規制物質による人の健康への悪影響や、環境汚染を未然に防止すること

を目的に、製品中への含有が禁止される物質を｢含有禁止物質」として定め、使用を禁止して

います。さらに、有害性またはその懸念があり、製品中の含有情報の報告や開示が求められ

る物質を「含有管理物質」と定め、対象物質の有害性が判明した段階で使用禁止に移行でき

るよう、JAMPが提供するAIS※3／MSDSplus※4による含有化学物質情報の調査を、お取引先の

ご協力のもと全ての部材において推進しています。

また、RoHS指令※5にて新たに追加されたフタル酸エステル類についても、調査を始めてお

ります。

「CO2排出抑制／削減」への取り組み
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ICTの提供を通じて持続可能な開発目標「SDGs」に貢献するため、温室効果ガス（GHG）排出量の削減を
環境貢献ソリューションの開発およびサービスの提供により推進しています。

ソリューション開発・サービス -Development of Solutions and Service Solution-

【事例】認識エンジンパッケージ（税公金定義レス認識）の紹介

富士通フロンテックグループの活動実績
富士通グループでは、ICTサービスの提供を通じてお客様とともに、グローバルにSDGsに貢

献することを目指しています。

当社は、2016年度から2018年度までの第8期環境行動計画でICTサービス（環境貢献ソ

リューション）を14件以上提供する目標を掲げ、2016年度は4件を目標に活動しました。

結果、温室効果ガス（GHG）の低減を定量化し提案することで、金融系のお客様を中心に

下記5件の環境貢献ソリューションを導入いただき、お客様の環境負荷低減に貢献できました。

2016年度の環境貢献ソリューション商品

① 認識エンジンパッケージ（税公金定義レス認識）

② 通帳繰越機における「電子ジャーナルサイクリック化」

③ EANバーコード認識オプション

④ iATMシステム「リトリーバル対応」

⑤ 「ICカード読取りエラー時の復元対応」システム

※その他は、http://www.fujitsu.com/jp/frontech/にて公開しています。

サービス事業における環境への取組み

リモート監視サービスのイメージ図

CO2排出量
-72.1%

【事例紹介でのSDGsへの貢献】

SDGs 8:
働きがいも経済成長も

SDGs 9:
産業と技術革新の基盤
をつくろう

オフィススペース

物の消費量

物の移動量

NWデータ通信量

人の移動量

ICT機器消費電力量

倉庫スペース

12.8%
3.6%

87.2%

24.3%

0.01%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

導 入 前 導 入 後

C O 2排出量比較

当社は、お客様のICT（情報通信技術）製品のライフサイクルマネジメント化を推進し、お

客様の価値基準を共有したビジネスパートナーとしてサービスを提供しております。製品の

開発から製造までを行う豊富な経験と実績に基づく万全なサポートで、お客様に安心・安全

と環境負荷低減に貢献するソリューションを提供いたします。

店舗システムの導入・運用支援のサービスでは、お客様のさまざまな課題を経験豊富な専

門技術スタッフが、店舗システムに関する「お困りの部分」を解決いたします。

導入フェーズでは、POS店舗システムの導入作業、無線LAN導入調査による最適化、店舗

POS業務にあわせた教育サービスなど、お客様の不安や導入に費やす手間を省きます。

運用フェーズでは、24時間365日受付対応のヘルプデスクサービス、お客様の本部システ

ムの業務監視・オペレーション代行、流通業店舗システムに特化した開閉店／ハード／ネッ

トワーク監視などのリモート監視サービスなど、お客様の運用コストを削減し、同時に、お

客様の環境負荷を低減する各種サービスで貢献しています。

■ 帳票を自動解析し、品名・金額などのキーワードを元に対応するデータを認識します。
■ 事前に定義体を作成する作業が不要となります。

①事前作業

作成 定義体読取

事前作業不要

②運用時

【特徴】 事前の定義体作成が不要となるため、多種多様な帳票に追従可能

読取

【認識エンジン】

自動解析 出力

定義体
定義体不要

非常に種類が多く、形式が特定できない「納品書等」に効果的な認識方式
※本ソリューションは機械学習を活用し、高い文字認識精度・処理の高速化を実現しています。
富士通のAI（人工知能）技術のブランド「Zinrai」の認定ソリューションです。

導入前 導入後
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目標および実績 -Targets and Results-

第8期環境行動計画の初年度にあたる2016年度は、温室効果ガス排出量削減において未達成となりましたが、その他の重点テーマとして
掲げた5件においては、目標を大きく上回る結果となりました。

当社グループでは、全社省エネ運動の展開や省エネ効果に
優れた設備への更新など、省エネ施策を社員と会社が全力で
取り組み実施しています。

また、事業形態に即した個別の節電目標を立て、節電を主
体としたGHG排出量削減の工夫を行いましたが、▲0.46%の
未達成となりました。
目標：2013年度比3% (▼161ﾄﾝ-CO2) 以上削減
実績：2013年度比2.54% (▼137ﾄﾝ-CO2)

温室効果ガス（GHG）排出量削減の継続推進

環境コンプライアンスの強化

本来業務にかかわる目標の設定

環境測定（水質、騒音）を毎年実施して法規制よりさらに
厳しい自主管理基準値をクリアするなど、問題のないことを
確認しています。

産業廃棄物については、社内施設や廃棄物業者の監査など
も実施して適切な運用が管理されていることを定期的に確認
するなど、法規制に沿った対応を実施しています。

また、省エネ法や電機・電子業界「低炭素社会実行計画」
にも準拠できるよう、エネルギー消費の削減を計画的に取り
組み、行政への報告も実施しています。

富士通グループと同期した第8期環境行動計画の重点テー
マに沿って、本業の目標を設定して活動しています。

環境貢献ソリューションの開発、エネルギー効率や省資源
に優れた新製品の開発、各事業所での省エネ活動や、廃棄物
排出量の削減など、本業にかかわるテーマを環境活動の意義
と効果を一人ひとりが認識し、全社で取り組んでいます。

第8期 環境行動計画
（2016～2018年度） 目標および実績（2016年度）

重点
テーマ 目的 2016年度 目標 2016年度 実績 評価

社
会
へ
の
貢
献

ICT提供により、社会の持続可能な発展に貢献する。
環境貢献ソリューションを2016年度から2018年度
末までに14件以上開発し、社会の持続可能な開発
目標（SDGs）に貢献する。

環境貢献ソリューションを2016年度末ま
でに4件以上開発する｡

環境貢献ソリューション
認定5件

◎

新製品の50%以上をエネルギー効率トップレベル
にする。
2016年度から2018年度末までに開発する新製品の
50%以上をエネルギー効率トップレベルにする。

2016年度末までに開発する新製品の40%
以上をエネルギー効率トップレベルにする｡

エネルギー効率
トップレベル
新製品50%

◎

製品の省資源化・資源循環性向上を推進し、製品
の資源効率を15%以上向上する。
2016年度から2018年度末までに開発する新製品の
資源効率を15%以上向上する。

2016年度末までに開発する新製品の資源
効率を5%以上向上する。

新製品の資源効率向上
平均140%

◎

自
ら
の
事
業
活
動

事業拠点の温室効果ガス排出量を削減する。
事業所における温室効果ガス排出量を2018年度末
までに2013年度実績以下に抑制する。

事業所における温室効果ガス排出量を
2016年度末までに2013年度比3%以上削
減する。
（対象は、本社および新潟工場）

2013年度比
2.54%削減

×

廃棄物発生量を2012～2014年度の平均以下に抑制
する。
廃棄物発生量を2018年度末までに2012～2014年
度の平均以下に抑制する。

廃棄物発生量を2016年度末までに
本社・東京工場： 83ﾄﾝ以下
新潟工場 ：210ﾄﾝ以下
に抑制する。

本社・東京工場
54.1ﾄﾝ (▼35%)

新潟工場
172.5ﾄﾝ (▼18%)

◎

独
自
設
定
テ
ー
マ

気候変動対策や生物多様性保全にかかわる良き
企業市民としての活動
社員が社会とともに取り組む、社会貢献活動を支
援する。

幅広い社会貢献活動を推進する。
（第7期実績同等以上：平均45件）

57件実施 ◎

【総合評価】 ◎：目標を十分に達成 ○：目標達成 ×：未達成
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事業所が環境に与える影響を測定し、監視しています。
これらの情報を参考にコンプライアンスを推進しています。

環境パフォーマンス -Environmental Performance-

環境パフォーマンスデータ（エネルギー・水・化学物質・廃棄物） -2016年度-
INPUT

拠点
エネルギー使用量

水使用量[m3] 化学物質※1
取扱量[ﾄﾝ]

購入電力[MWh] 灯油[kL] 軽油[kL] ガソリン[kL] LPG[ﾄﾝ] 都市ガス[千m3]

本社･東京 2,680 ― 0.11 0.05 14.7 ― 11,220 ―
新潟工場 6,358 0.92 0.03 0.67 8.8 2.3 15,140 2.4
大宮SC 121 ― ― ― ― ― ― ―

FJFS(前橋) 909 ― ― ― ― ― ― ―
合計 10,068 0.92 0.14 0.72 23.5 2.3 26,360 2.4

OUTPUT

拠点
エネルギー使用に伴うCO2排出量[ﾄﾝｰCO2]※2

排水量
[m3]

化学物質
※1

排出量[ﾄﾝ]

廃棄物発生量[ﾄﾝ]

サーマル
リサイクル量

マテリアル
リサイクル量 埋立処分量購入電力 灯油 軽油 ガソリン LPG 都市ガス

本社･東京 1,528 0 0.3 0.1 43.2 ― 11,220 ― 16.1 38.0 ―

新潟工場 3,624 2.3 0.1 1.6 25.9 5.4 15,140 2.0 151.5 23.7 ―
大宮SC 69 ― ― ― ― ― ― ― ― 3.5 ―

FJFS(前橋) 518 ― ― ― ― ― ― ― 7.3 15.5 ―
合計 5,739 2.3 0.4 1.7 69.1 5.4 26,360 2.0 174.9 80.7 ―

※1：化学物質の管理対象については富士通規定に準ずる。（法的管理対象外物質で少量使用品は除く）
※2：電力のCO2換算係数は2016年度以降、0.57ﾄﾝ-CO2/ＭＷh（固定）を使用。

新潟工場ー地下水 単位：【mg/L】

主な測定項目 測定値※3 法基準値 自主管理基準値

鉛及びその化合物 0.003 0.01 0.005
六価クロム化合物 <0.01 0.05 0.025

砒素及びその化合物 0.002～0.029 0.01 0.01
ふっ素及びその化合物 0.08～0.15 0.8 0.4

シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 0.04 0.02
トリクロロエチレン <0.001 0.03 0.015

本社・東京工場ー地下水 単位：【mg/L】

主な測定項目 測定値※3 法基準値 自主管理基準値

鉛及びその化合物 <0.002 0.01 0.005
六価クロム化合物 <0.005 0.05 0.025

砒素及びその化合物 0.003 0.01 0.005
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 1.4 10 5
シス-1,2-ジクロロエチレン <0.004 0.04 0.02

トリクロロエチレン <0.002 0.03 0.015

新潟工場ー水質 単位：【mg/L】

主な測定項目 測定値※3 法基準値 自主管理基準値

水素イオン濃度（pH） 6.3～7.6 5.8～8.6 5.8～8.6
生物化学的酸素要求量（BOD） 0.5～2.5 25 25

浮遊物質（SS） 3～65 90 72
ほう素及びその化合物 <1.0 10 5
ふっ素及びその化合物 <0.8 8 4

※3：測定値の記号“<”は“未満”を示す。

環境パフォーマンスデータ（法規制順守状況） -2016年度-

環境会計 -Environmental Accounting-

2016年度環境会計の結果

主に、POS関連の移管に伴い環境研究開発費および研究開発効果が減少しました。また、
LED化および廃棄物の有価物化が促進・増加しましたが、収支は前年度より減少しました。

前年度比内訳（2015年度比）
発生費用：▼ 14,886千円（1,390,090 ⇒1 ,375,204）
効果 ：▼461,781千円（1,782,416 ⇒ 1,320,635）
収支 ：▼446,895千円（1,392,326 ⇒    945,431）

476.1 429.3 405.1 390.1 375.2

1,352.3

1,236.9

1,333.2

1,782.4

1,320.6

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2012 2013 2014 2015 2016

費 用

効 果

[単位：百万円]

2016年度環境会計の実績 （ ）内は前年度比 ［単位：百万円］

項目 主な範囲 費用 効果

事
業
エ
リ
ア
内

公害防止 大気汚染防止、水質汚濁防止など 18.7(-471.4) 19.6(+471.7)

地球環境保全 省エネルギー、地球温暖化防止など 43.3(-472.1) 28.5(+472.1)

資源循環 廃棄物処理、資源の効率的利用など 81.1(+473.7) 77.3(+477.0)

小 計 143.1(+470.3) 125.3(+410.8)

上・下流 廃棄製品リサイクル、グリーン購入など 26.4(-472.4) 9.7(-470.0)

管理活動 ISO14001、環境教育、情報システム化など 66.4(+472.6) 29.3(-472.1)

研究開発 製品への環境配慮技術の研究など 139.3(-415.3) 1,156.3(-470.4)

社会活動 環境保全団体への寄付、支援など 0.0(-470.0) 0(-470.0)

環境損傷 土壌、地下水汚染の修復など 0( 470.0) 0(-470.0)

合 計 375.2(-414.9) 1,320.6(-461.8)

2016年度は、発生費用は3.8億円、効果合計は13.2億円で、費用対効
果は9.5億円となり、2015年度比-4.5億円で32.1%減少しました。


P14上

																												実データ ジツ

																														2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

																												費　用 ヒ ヨウ

shinichi-kudo@jp.fujitsu.com: 費用額
投資額は除く		257,330		519,910		596,040		581,800		475,416		440,460		471,809		459,216		476,118		429,317		405,119		390,090		375,204

																												効　果 コウ ハタシ		189,867		201,841		279,008		339,570		246,906		1,016,799		1,336,650		1,179,771		1,352,347		1,236,925		1,333,156		1,782,416		1,320,635

																												グラフ用 ヨウ

																														2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

																												費　用 ヒ ヨウ

shinichi-kudo@jp.fujitsu.com: 費用額
投資額は除く		257.3		519.9		596.0		581.8		475.4		440.5		471.8		459.2		476.1		429.3		405.1		390.1		375.2

																												効　果 コウ ハタシ		189.9		201.8		279.0		339.6		246.9		1,016.8		1,336.7		1,179.8		1,352.3		1,236.9		1,333.2		1,782.4		1,320.6































































費　用	

2012	2013	2014	2015	2016	476.1	429.3	405.1	390.1	375.2	効　果	

2012	2013	2014	2015	2016	1352.3	1236.9000000000001	1333.2	1782.4	1320.6	
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Ｐ１4

環境コミュニケーション


環境配慮型製品や環境保全活動を積極的に紹介することで、ステークホルダーとのコミュニケーションを推進しています。

お問い合わせ先

環境会計




単位：千円

■2016年度　環境会計実績

項目（費用・効果）

公害防止

地球環境保全

資源循環

事業エリア内

主な範囲

　大気汚染防止、水質汚濁防止など

　省エネルギー、地球温暖化防止など

　廃棄物処理、資源の効率的利用など

費用

効果

18,665(- 1,364)

19,550（+   1,698）

43,288(- 2,077)

28,469(+    2,086)

81,124(+ 3,697)

77,288(+    6,988)

小　　　　　　　　計

143,077(+   256)

125,307(+  10,772)

上 ・ 下 流

　廃棄製品リサイクル、グリーン購入など

26,400(-2,400)

9,671(-        43)

管 理 活 動

　ISO14001、環境教育、情報システム化など

66,359(+ 2,624)

29,333(-    2,074)

研 究 開 発

　製品への環境配慮技術の研究など

139,345(-15,343)

1,156,324(-470,436)

社 会 活 動

　環境保全団体への寄付、支援など

22(-     24)

0(          0)

環 境 損 傷

　土壌、地下水汚染の修復など

0(        0)

0(          0)

　　　　合　　　　　　　　計

375,204(-14,886)

1,320,635(-461,781)

■費用と効果の推移

[単位：百万円]

（ ）内は前年度比

■環境法令新任者研修会(新潟県央地区環境保全連合会主催)に出展
　2008年10月29日、新潟県中央地場産業センターで環境法令新任者研修会(約100名出席)が行われました。
　当社は、さまざまな環境保全活動や環境配慮型製品である「FLEPia」とRFIDﾀｸﾞを活用した部品購入システムを紹介し情報交流を図りました。出席者の方々からは製品に対し多数の質問があり、大きな関心を寄せていただきました。

■新潟県環境報告書発表会の目的
　リスクコミュニケーションの推進に向けて、環境報告書を活用した事業所の情報公開を促進するために、モデル事業として各企業が発表している環境報告書を持ち寄り、意見交換することで環境報告書の作成を促進するきっかけ作りを行う。

■エコプロダクツ2008出展
　2008年12月11日～13日東京ビックサイトで行われた「エコプロダクツ2008」に富士通グループとしてPOS業界初のエコリーフ環境ラベル取得製品の「TeamPoS3000」を出展し、最新技術のFLASH SSD(Flash Solid State Drive)搭載による省エネ効果、再生プラスチック採用などに多くの関心が集まりました。
　ブース内に設けられたプレゼンステージでは、来場者の方々に当社の環境配慮型製品および環境保全活動を紹介しました。

当社展示ブース「TeamPoS3000」

環境保全活動をプレゼン中の梅本環境管理センター長
ＴｅａｍＰｏｓ３０００

当社展示ブース

質問対応中の
梨本課長

各社展示スペース

「エコプロダクツ2008」での富士通グループブース

プレゼン中

意見交換会
概要・発表

■FLASH-SSD
  Flash Solid State Drive の略

  出展元:http://ja.wikipedia.org/wiki/Flash_SSD


2016年度の集計結果



image1.jpeg



image2.jpeg
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活動団体より贈られた感謝状

環境月間での参加者（2016.6.14）

活動団体より贈られた感謝状

森林の下草刈り（2016.10.22）

公園の草取り（2016.6.8）

富士通フロンテックグループでは環境方針に掲げる「社会への貢献」として、地域の清掃活動、
自治体などと連携した環境保全活動、寄付活動などを実施しています。

社会貢献活動（国内） –Social Activities (Domestic)-

「Reライフスタイル」主催のペットボト
ルキャップ回収活動を各拠点で実施しており
身近にできるボランティア活動として、多く
の協力をいただいています。キャップの売却
対価は、世界の子供たちにワクチンを贈る費
用として使われています。

BOOK  MAGIC（古本等回収） お客様と協同の清掃活動

工場近隣公園の草取りと清掃活動
新潟工場

富士通フロンテックシステムズ (FJFS) 

ペットボトルキャップ回収活動
協賛活動

本社・東京工場／ライフクリエイト (LC)

不要な書籍を回収・換金、その資金を発展
途上国の学校建設の資金に充てるものです。
（NPO JEN主催）

2015年5月から活動を開始し、社員が読み
終えた書籍やCDなどを回収箱で集め、定期
的な引取便で発送しています。

本社・東京工場では、2007年度から会社
周辺の清掃活動を行っています。実施時期と
しては、3月から9月までの7ヶ月間に、毎月
1回実施しています。

新潟工場では、2009年より毎年6月と8月
の年2回、近隣にある「みなみ親水公園」で
草取りと清掃活動を社員および協力会社の
協力を得て実施しています。

毎回200名近く参加いただき、市や地域の
方から感謝されています。

TELでは、お客様、場内関係者およびTEL
の社員が、ボートピア習志野（競艇場外発
売所）周辺の清掃活動を協同で行っていま
す。

FJFSでは、群馬県および前橋市と「森林
整備等の活動に関する協定書」を締結し
2008年度から森林づくり活動を毎年実施し
ています。

トータリゼータエンジニアリング (TEL)

ゴミ拾い（2016.12.10）

クリーンキャンペーン 森林づくり活動
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社会貢献活動（海外） -Social Activities (Overseas)-

海外子会社のFUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA INC. (FFNA)、FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES (FDTP)および富士通先
端科技（上海）有限公司 (FFTS)では、環境保全を中心にさまざまな社会貢献活動を実施しています。

FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA INC. (FFNA) -アメリカ-FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES (FDTP) -フィリピン-

富士通先端科技（上海）有限公司 (FFTS) -中国-

フィリピン経済特区庁「優秀環境活動賞」受賞

地域施設でのゴミ分別教育

チャリティー・マラソンへの参加

受賞の様子

FDTPは、フィリピン経済特区庁（PEZA）よ

り、地域での植樹活動などの貢献が評価され

「優秀環境活動賞」を受賞しました。これは

2010年度に続き2度目の受賞になります。

（他「優秀企業賞」、「優秀輸出企業賞」の2

賞も同時受賞）

2016年4月14日、ワールド・トレード・セン

ター・メトロ・マニラにて『PEZA INVESTORS'

AWARDS 2016』が行われ、アキノ大統領より

FDTP関山社長へ各賞のトロフィーが贈呈され

ました。

ゴミ分別教育

カリフォルニア州チャリティマラソン

健康ランニング・ボランティアへの参加

上海市・世紀公園 - ランニング

2017年6月10日、FFTSの社員4名は、上海

市の世紀公園で行われた「健康ランニング・

ボランティア」に参加しました。

当イベントは、毎年、上海市総組合主催で

行われており、ジョギングをすることで日頃

の運動不足を補い、健康を促進することを趣

旨としています。

FFNAの社員は、2016年9月25日、スーザ

ン・コメン財団が主催するカリフォルニア州

のチャリティ・マラソン（5キロ走）に参加し

快晴の天気の下、汗を流しました。

当イベントは、健康促進および乳がんの支

援金募集を目的とした活動です。

FDTPの社員は、2016年6月4日、ラグナ州

カラワンにおいて地域ボランティア活動を実

施しました。

社員たちは、地域の施設の修理、ゴミ分別

教育、子供たちへのプレゼント贈呈を行いま

した。



富士通フロンテック株式会社
〒206-8555 東京都稲城市矢野口1776番地
http://www.fujitsu.com/jp/group/frontech/index.html

▉▉ 国内事業所
本社・ハード開発設計
▉ 本社・東京工場（東京都稲城市）
● 設計・開発・調達

量産工場
▉ 新潟工場（新潟県燕市）
● 製造・物流

ソフトウェア開発
▉ 大宮ソリューションセンター

（埼玉県さいたま市大宮区）
● 企画・設計・開発

▉ 大阪ソリューションセンター
（大阪府大阪市中央区）

● 開発・販売

サービス・リペア・システム評価
▉ 熊谷サービスソリューションセンター

（埼玉県熊谷市）
● 導入・構築・運用・保守

▉▉ 国内グループ会社
▉ 株式会社富士通フロンテックシステムズ（群馬県前橋市）

● ソリューション、サービス関連ソフトウェアの開発
▉ トータリゼータエンジニアリング株式会社（東京都品川区）

● トータリゼータシステムの保守、公営競技向け運用サービス、支援システム等の開発・販売

▉▉ 海外グループ会社
▉ FUJITSU DIE-TECH CORPORATION OF THE PHILIPPINES.（フィリピン）

● メカコンポーネント、各種金型および関連加工部品の製造・販売
▉ 富士通先端科技（上海）有限公司（中国）

● メカコンポーネントおよび表示装置の販売・保守
▉ FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA INC.（アメリカ）

● メカコンポーネント、RFID、手のひら静脈認証装置等の販売、セルフチェックアウトシステム
の開発・製造・販売

FUJITSU DIE-TECH CORPORATION
OF THE PHILIPPINES (FDTP)

富士通先端科技(上海)有限公司 (FFTS)

㈱富士通フロンテック
システムズ
(FJFS・前橋)

トータリゼータ
エンジニアリング㈱
(TEL・大森)

FUJITSU FRONTECH NORTH AMERICA INC. (FFNA)

カリフォルニア州 ニューヨーク州

国内事業所・グループ会社の紹介 -Main Facilities and Group Companies-
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