
環境への取り組み 
 
キッコーマングループの基本的な考え⽅                          

キッコーマングループは、おいしい記憶は豊かな⾃然からもたらされると考えています。⼤
⾖、⼩⻨、野菜、果物、塩、麹菌や酵⺟、乳酸菌、そして⽔。私たちの商品が原材料とする⾃
然の恵み⼀つひとつには、⾃然の⼒が凝縮されています。⾃然が健康であり、その⼒が⼗分に
発揮できる環境こそが『おいしい記憶をつくりたい』の原点です。豊かな⾃然は、キッコーマ
ングループが世界中の⾷⽂化を通しておいしさをお届けするための基盤です。そして、豊かで
楽しい⾷を⽀える⾷の⾃然環境を守ることが、キッコーマングループ環境保全活動の基本姿勢
です。    

            
環境憲章 
 
環境理念 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【環境理念の解説】 
1. 「⾃然のいとなみ」とは  
⾃然の循環の中に無理なく組み込まれて⼈が⽣きていくことです。  
 
2. 「環境と調和のとれた企業活動」とは  
地球環境に出来るだけ負担をかけない⽣産⼿段や流通⼿段を改善・開発し企業活動を⾏うこと
です。  
 
3. 「ゆとりある社会」とは  
健全な地球環境の中で個⼈を尊重し精神的な豊かさに価値を認める社会のことです。 
 
⾏動指針 
わたくしたちは、環境理念の実現をめざし、創意と⼯夫を尽くして、⼒強く⾏動します。 
 
1． 全ての仕事(開発、調達、⽣産、販売及び⽀援)で、⼀⼈ひとりが、持ち場持ち場で環境と

の調和に努⼒します。 
2． 法令はもとより、⾃主基準を設定しこれを守ります。 
3． 地域の環境保全活動に、社会の⼀員として積極的に参加します。 
4． 環境について学び、理解を深めます。 
5． グローバルな視点で考え、⾏動します。 
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中期環境⽅針 
 

キッコーマングループでは、2015〜2017 年度の中期環境⽅針を以下の通り定めました。 

 
 
『⾷の⾃然環境を守る』2 つの⽅向 
キッコーマングループは、『⾷の⾃然環境』を守るため、⼆つの⽅向で⾏動を起こします。 
1. 具体的な⽬標を定め、環境保全活動を実践します。 
2. 環境保全活動の重要性を広く訴え、⼤きな参加の輪を育てます。 
 
『⾷の⾃然環境を守る』実践活動 
実践活動の⽬標を、具体的に 3 つに定めます。 
1. ⾷の環境を地球温暖化から守るため、低炭素社会を⽬指します。 
2. ⾷資源を有効に活⽤するため、循環型社会を⽬指します。 
3. ⾷環境の根源を守るため、⾃然共⽣社会を⽬指します。 
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環境マネジメント推進体制 
 
キッコーマングループでは、グループ全体の環境保全に関する最⾼意思決定機関として「環

境保全統括委員会」を設置しています。委員⻑はキッコーマン㈱の代表取締役社⻑ CEO が務め、
グループの中⻑期環境⽅針の策定、推進、管理などを⾏っています。 
 「環境保全統括委員会」のもとで、グループ各社の経営層や環境管理責任者などで構成され
る「環境保全推進委員会」が、グループ全体の視点で環境保全活動を管理・指導しています。 
 具体的な活動は、グループの各現場に設けられた「環境保全委員会」が中⼼となって⾏い、
グループで共有、活⽤すべき情報や技術は、主要会社間に設置された 「環境担当者情報交換会」
を通して共有化しています。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
キッコーマングループの各社は「環境保全推進委員会」の管理・指導のもと、さまざまな環

境保全活動を展開し、成果をあげてきました。2018 年度以降も新しい⽬標を設定し、環境と調
和のとれた企業活動を⾏っていきます。 
 
環境保全活動事例集 

環境保全活動についての具体的な施策や過去の取り組みについては、当社ウェブサイトで公
開している「環境保全活動事例集」をご覧ください。 
https://www.kikkoman.com/jp/csr/environment/case.html 

環境マネジメント推進体制図 
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低炭素社会に向けて 
 
CO2 の削減 

キッコーマングループでは、全ての⼯場や事業所で地球温暖化の原因となる CO2 の排出量を
低減するための活動をすすめています。 
 
【⽬標】 
⽬標 1) 製造に伴う CO2 の削減 
①国内⽣産部⾨の CO2 排出原単位※を 2017 年度までに 2005 年度⽐で 20％以上削減する。 
②海外主要⽣産部⾨の CO2 排出原単位※を 2017 年度までに 2014 年度⽐で 3％以上削減する。 
③国内営業・間接部⾨の CO2 排出量を毎年、前年度⽐ 1％以上削減する。 
※CO2 排出原単位の算出には、「包装材(重量)を含まない製造量(t)」を⽤いています。 
 
【対象範囲】 
⽬標 1) 製造に伴う CO2 の削減 
①国内⽣産部⾨の CO2 排出原単位削減： 
キッコーマン⾷品(野⽥⼯場(千葉県)、⾼砂⼯場(兵庫県))、北海道キッコーマン、流⼭キッコー
マン(千葉県)、キッコーマンフードテック(本社⼯場(千葉県)、中野台⼯場(千葉県)、江⼾川⼯
場(千葉県)、⻄⽇本⼯場(兵庫県))※、埼⽟キッコーマン、⽇本デルモンテ(群⾺⼯場、⻑野⼯場)、
マンズワイン(勝沼ワイナリー(⼭梨県)、⼩諸ワイナリー(⻑野県))、キッコーマンバイオケミフ
ァ(江⼾川プラント(千葉県)、鴨川プラント(千葉県))、キッコーマンソイフーズ(埼⽟⼯場、岐
⾩⼯場、茨城⼯場)、宝醤油(銚⼦⼯場(千葉県))の 19 ⼯場(国内⽣産部⾨) 
※平成⾷品⼯業は、2017 年 4 ⽉ 1 ⽇付けで江⼾川⾷品を吸収合併し、同⽇付けでキッコーマンフードテック
に社名変更しました。 
 
②海外主要⽣産部⾨の CO2 排出原単位削減： 
KFI(ウィスコンシン⼯場(アメリカ)、カリフォルニア⼯場(アメリカ))、KSP(シンガポール)、
KFE(オランダ)の 4 ⼯場(海外主要⽣産部⾨) 
 
③国内営業・間接部⾨の CO2 排出量削減： 
キッコーマン㈱、キッコーマン⾷品、キッコーマン飲料、キッコーマンビジネスサービス、⽇
本デルモンテアグリの 5 社の営業・間接部⾨ 
 
【施策】 
⽬標 1) 製造に伴う CO2 の削減 
①国内⽣産部⾨および②海外主要⽣産部⾨の CO2 排出原単位削減 
 ⼯場の統合や⽣産⼯程の⾒直しと改善(効率化)などにより、エネルギー使⽤量の最適化、低
減を図ります。省エネルギー性能や熱効率に優れた機材・設備を優先的に導⼊し、CO2 排出量
の削減に努めます。また、A 重油から天然ガスへの燃料の切り替えや、電気エネルギー使⽤の
効率化などにより、環境負荷の低減に努めます。 
 
③国内営業・間接部⾨の CO2 排出量削減 

キッコーマングループの国内営業・間接部⾨でも、事業活動の⾒直しや、省エネの啓蒙活動
を通して、CO2 排出量の削減を⽬指します。 
 
 
 

キッコーマン データブック 2018 
13



【2017 年度の結果総括】 
⽬標 1) 製造に伴う CO2 の削減 
①国内⽣産部⾨および②海外主要⽣産部⾨の CO2 排出原単位削減 

キッコーマングループの国内⽣産部⾨の 2017 年度の CO2 排出原単位は 0.151t-CO2/t で、
2005 年度(0.187t-CO2/t)⽐ 0.036t-CO2/t(19.3％)減少、前年度(2016 年度 ：0.151t-CO2/t)
⽐では増減なく(0％)、中期環境⽅針 2015-2017 で定めた⽬標を達成できませんでした。また、
キッコーマングループの海外主要⽣産部⾨の 2017 年度の CO2 排出原単位も 0.173t-CO2/t で、
2014 年度(0.175t-CO2/t)⽐ 0.002t-CO2/t(1.1％)減少、前年度(2016 年度：0.171t-CO2/t)
⽐では 0.002t-CO2/t(1.2%)増加し、中期環境⽅針 2015-2017 で定めた⽬標を達成できませ
んでした。今後も、新たな⽬標を設定し、より⼀層の CO2 削減に努めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③国内営業・間接部⾨の CO2 排出量削減 

キッコーマングループの国内営業 ・間接部⾨における 2017 年度の CO2排出量は 3.9 千 t-CO2

で、前年度(2016 年度 ：4.1 千 t-CO2)⽐ 0.2 千 t-CO2(4.9％)減少し、⽬標を達成できました。
今後も、新たな⽬標を設定し、より⼀層の CO2 削減に努めてまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

CO2 排出量の推移(国内営業・間接部⾨)

 

 

CO2排出量の推移(海外主要⽣産部⾨)            CO2排出原単位の推移(海外主要⽣産部⾨) 

CO2排出量の推移(国内⽣産部⾨)             CO2排出原単位の推移(国内⽣産部⾨) 
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キッコーマン・パフォーマンス・インデックス 
キッコーマングループでは、グループ内での⽬標管理の仕組みとして、キッコーマン・パフ

ォーマンス・インデックス(KPI)という指標を導⼊しています(本報告書の 53 ページ参照)。売
上⾼や総資産回転率に加えて CO2 排出削減を KPI 項⽬として取り⼊れることで、CO2 排出削減
が財務と並ぶほど重要な価値であるとグループ会社に伝えるとともに、部⾨単位での進捗管理
として活⽤し、より効果的な取り組みを図っています。 

キッコーマングループ環境保全統括委員会が定めた CO2 削減⽬標(本報告書の 13 ページ参
照)に基づいて、対象となる会社では KPI が定められています。それらの会社では、その⽬標に
もとづいて、上期(4〜9 ⽉)と下期(10〜3 ⽉)ごとに達成率が評価されています。また、賞与と
KPI の得点が連動される仕組みとなっています。 
 
再⽣可能エネルギーや持続可能な資源の利⽤ 

キッコーマングループでは、再⽣可能エネルギーの利⽤を通じて CO２の削減に取り組んでい
ます。国内では、キッコーマン⾷品野⽥⼯場、流⼭キッコーマン、埼⽟キッコーマン、キッコ
ーマン総合病院など、海外では、KFI カリフォルニア⼯場などに太陽光パネル・⾵⼒発電機な
どを設置し、施設内の電⼒源として利⽤しています。また、持続可能な資源を利⽤する取り組
みの⼀環として、⼀部の商品には森林認証を取得した紙パッケージを使⽤しています。 
 
国際的なイニシアティブへの参加 

キッコーマングループは、2009 年に国連グローバル・コンパクトによるイニシアティブのひ
とつである Caring for Climate に署名しました。Caring for Climate は、署名企業が協働する
ことで気候変動によるリスクを減らし、諸問題の解決に向けた取り組みをすすめるための枠組
みです。キッコーマングループでは、Caring for Climate の署名企業や諸団体との情報交換な
どを通じ、気候変動問題の対策に取り組んでいます。 
 
社外評価システムの活⽤ 

国際的な⾮営利団体である CDP(Carbon Disclosure Project)は、アンケートの対象企業に 
キッコーマングループを選び、当社は 2014 年度から CDP Climate Change 質問書に回答して
います。この質問書の評価スコアは、積極的に CO2 排出量削減に取り組んでいる企業姿勢を⽰
す指標として、機関投資家向けに公開されています。特に ESG 投資の観点から注⽬されている
アンケートのひとつと⾔われています。 

キッコーマングループは CDP Climate Change2017 年回答書では、B の評価を獲得してい
ます。 
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循環型社会に向けて 
 
廃棄物･副産物の削減と再⽣利⽤ 

キッコーマングループは、廃棄物・副産物の削減と再⽣利⽤率の向上を進めるとともに、⾷
品リサイクル法の⽬的に則り再⽣利⽤の質的向上をめざします。また、容器包装に関する指針
に基づき、環境にやさしい容器開発をすすめています。 
 
【⽬標】 
⽬標 1) 廃棄物の削減 
①国内⽣産部⾨と海外主要⽣産部⾨の廃棄物原単位※を毎年、前年度以下にする。 
②国内営業・間接部⾨の廃棄物排出量※を毎年、前年度以下にする。 
※廃棄物は、事業活動を通して⽣じる廃棄物・副産物のうち、「副産物(①グループ内で製品化したものや②た
とえば醤油油の燃料としての利⽤など、グループ内で⾃家消費したもの、③社外の業者に販売したものや④無
償で引き取られたもの)」を除いたもの、すなわち 「社外の収集 ・運搬および処分業者に有償で処分を外部委託
したもの」と定義しています。また、廃棄物原単位の算出には、「包装材(重量)を含まない製造量(t)」を⽤いて
います。 
 
⽬標 2) 容器・包装における環境負荷の低減 
①容器・包装資材(材質)、使⽤量、使⽤⽅法、回収⽅法、処理⽅法などの検討。 
 
【対象範囲】 
⽬標 1) 廃棄物の削減 
①国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨の廃棄物原単位削減： 
キッコーマン⾷品(野⽥⼯場(千葉県)、⾼砂⼯場(兵庫県))、北海道キッコーマン、流⼭キッコー
マン(千葉県)、キッコーマンフードテック(本社⼯場(千葉県)、中野台⼯場(千葉県)、江⼾川⼯
場(千葉県)、⻄⽇本⼯場(兵庫県))※、埼⽟キッコーマン、⽇本デルモンテ(群⾺⼯場、⻑野⼯場)、
マンズワイン(勝沼ワイナリー(⼭梨県)、⼩諸ワイナリー(⻑野県))、キッコーマンバイオケミフ
ァ(江⼾川プラント(千葉県)、鴨川プラント(千葉県))、キッコーマンソイフーズ(埼⽟⼯場、岐
⾩⼯場、茨城⼯場)、宝醤油(銚⼦⼯場(千葉県))、KFI(ウィスコンシン⼯場(アメリカ)、カリフ
ォルニア⼯場(アメリカ))、KSP(シンガポール)、KFE(オランダ)の 23 ⼯場(国内⽣産部⾨およ
び海外主要⽣産部⾨) 
※平成⾷品⼯業は、2017 年 4 ⽉ 1 ⽇付けで江⼾川⾷品を吸収合併し、同⽇付けでキッコーマンフードテック
に社名変更しました。 
 
②国内営業・間接部⾨の廃棄物排出量削減： 
キッコーマン㈱、キッコーマン⾷品、キッコーマン飲料、キッコーマンビジネスサービス、⽇
本デルモンテアグリの 5 社の営業・間接部⾨ 
 
⽬標 2) 容器・包装における環境負荷の低減 
①キッコーマングループ全体 
 
【施策】 
⽬標 1) 廃棄物の削減 
①国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨の廃棄物原単位削減 

⽣産⼯程から発⽣する廃棄物量を抑制するために、⽣産量の適正化、各種材量の削減、⼯程
歩留まりの改善などに努めます。 

 
②国内営業・間接部⾨の廃棄物排出量削減 
事業活動を通して発⽣する廃棄物量を抑制するために、より⼀層の分別の徹底による有価物
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化を強く推し進めます。 
 

⽬標 2) 容器・包装における環境負荷の低減 
①容器・包装資材(材質)、使⽤量、使⽤⽅法、回収⽅法、処理⽅法などの検討 

キッコーマングループでは、容器・包装資材の材料・材質、使⽤量、使⽤⽅法、回収⽅法、
処理⽅法の検討を進め、「容器包装に関する指針」のもとで減量化と再⽣利⽤の促進を図ってい
ます。 
 
【容器包装に関する指針】 

１. 容器包装の減量化に努める。 
２. リターナブル容器包装の導⼊、使⽤に努める。 
３. 分別や再利⽤しやすい形状設計および材質を検討してその実⽤化に努めると共に、 

各国法令等を順守し、再商品化を促進する。 
４. 持続可能な資源の利⽤に努める。 
５. 環境に配慮する企業からの調達を推進する。 
６. ⼈体に安全な材質・形状の資材を使⽤する。 
７. お客様の要望、購⼊・使⽤状況を反映した容器包装の開発に努める。 
８. 多様なお客様にも使いやすいユニバーサルデザインを考慮した容器包装の開発に努める。 

 
【2017 年度の結果総括】 
⽬標 1) 廃棄物の削減 
①国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨の廃棄物原単位削減 

キッコーマングループの国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨の 2017 年度の廃棄物原単位
は 0.0375t/t で、2016 年度(0.0366t/t)⽐ 0.0009t/t(2.5％)増加し、⽬標を達成できません
でした。今後、より⼀層の廃棄物削減に努めてまいります。 
 
②国内営業・間接部⾨の廃棄物排出量削減 

キッコーマングループの国内営業・間接部⾨の 2017 年度の廃棄物排出量は 0.33 千 t で、
2016 年度(0.35 千 t)⽐ 0.02 千 t(5.7％)減少し、⽬標を達成できました。今後も、より⼀層の
廃棄物削減に努めてまいります。 
 
⽬標 2) 容器・包装における環境負荷の低減 
 2017 年度、「キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて⽣しょうゆ」など、いつでも新鮮シ
リーズの製品に⽤いていた 「やわらか密封ボトル(450mℓボトル)」の①主素材をポリエチレン
(PE)から PET(ポリエチレンテレフタレート)に変更するとともに、②ラベルやキャップをボト
ル本体から取り外しやすく改良することでリサイクルしやすくし、③ボトルおよびキャップの
合計重量を 48.7g(従来)から 43.7g に 5.0g(10.3％)軽量化した 「密封 eco ボトル」を開発し、
2018 年 2 ⽉に発売した 「キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて⽣しょうゆ MILD」の容
器として使⽤しています。 「キッコーマン ⾹ばし焙煎 ごまだれつゆ」などに⽤いていた 400g
耐熱 PET ボトルの重量を 24g(従来)から 21g に 3.0g(12.5％)軽量化し、まず 2018 年 2 ⽉に
新発売した 「キッコーマン すだちおろしつゆ」の容器として使⽤しています。また、 「デルモ
ンテ トマトケチャップ」の 800g チューブを 28.4g(従来)から 27.4g に 1.0g(3.5％)軽量化、
1kg チューブを 34.5g(従来)から 33.5g に 1.0g(2.9％)軽量化し、ヒンジキャップも 6.5g(従
来)から 4.3g に 2.2g(33.8％)軽量化して、2018 年度から導⼊しました。 
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⾃然共⽣社会に向けて 
 
⽔環境の保全 

キッコーマングループの事業は、⽔環境に⽀えられています。商品を⽣産するうえでも、ま
た原材料である農作物の⽣産においても、⽔は重要な役割を果たしています。さらに、⽔は広
く社会全般にとっても貴重な資源であり、その保全は重要な課題であると認識しています。 

このため、キッコーマングループでは、⽔を有効に活⽤し、環境への負荷を低減するための
取り組みをすすめています。 
 
【⽬標】 
⽬標 1) ⽔環境の保全 
①国内⽣産部⾨のうち、河川放流エリアからの排⽔の BOD を 10mg/ℓ以下、または COD を 

8mg/ℓ以下にする。 
 
⽬標 2) ⽔使⽤量の削減 
①国内⽣産部⾨と海外主要⽣産部⾨の⽤⽔原単位※を毎年、前年度以下にする。 
②国内営業・間接部⾨も⽤⽔使⽤量の削減に努める。 
※⽤⽔原単位の算出には、「包装材(重量)を含まない製造量(t)」を⽤いています。 
 
【対象範囲】 
⽬標 1) ⽔環境の保全 
①排⽔ BOD または COD の低減：河川放流エリア 10 ⼯場(12 事業所) 
 
⽬標 2) ⽔使⽤量の削減 
①国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨の⽤⽔原単位削減： 
キッコーマン⾷品(野⽥⼯場(千葉県)、⾼砂⼯場(兵庫県))、北海道キッコーマン、流⼭キッコー
マン(千葉県)、キッコーマンフードテック(本社⼯場(千葉県)、中野台⼯場(千葉県)、江⼾川⼯
場(千葉県)、⻄⽇本⼯場(兵庫県))※、埼⽟キッコーマン、⽇本デルモンテ(群⾺⼯場、⻑野⼯場)、
マンズワイン(勝沼ワイナリー(⼭梨県)、⼩諸ワイナリー(⻑野県))、キッコーマンバイオケミフ
ァ(江⼾川プラント(千葉県)、鴨川プラント(千葉県))、キッコーマンソイフーズ(埼⽟⼯場、岐
⾩⼯場、茨城⼯場)、宝醤油(銚⼦⼯場(千葉県))、KFI(ウィスコンシン⼯場(アメリカ)、カリフ
ォルニア⼯場(アメリカ))、KSP(シンガポール)、KFE(オランダ)の 23 ⼯場(国内⽣産部⾨およ
び海外主要⽣産部⾨) 
※平成⾷品⼯業は、2017 年 4 ⽉ 1 ⽇付けで江⼾川⾷品を吸収合併し、同⽇付けでキッコーマンフードテック
に社名変更しました。 
 
②国内営業・間接部⾨の⽤⽔使⽤量削減： 
キッコーマン㈱、キッコーマン⾷品、キッコーマン飲料、キッコーマンビジネスサービス、⽇
本デルモンテアグリの 5 社の営業・間接部⾨ 
 
【施策】 
⽬標 1) ⽔環境の保全 

キッコーマングループでは、⽣産活動にともなって発⽣する排⽔の、BOD(⽣物化学的酸素要
求量 Biochemical oxygen demand)や COD(化学的酸素要求量 Chemical oxygen demand)
などの⽔質基準値に、国・県・市町村が定めた法定基準(規制値)よりも厳しい⾃主基準を設定
し、⽣産⼯程や機材の⾒直し、最新の技術・設備の導⼊、効率的な施策を通して、⼯場周辺の
⽔環境の保全に努めます。 
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また、排⽔処理施設管理者や作業従事者を対象とする「排⽔処理施設管理者研修」などの研
修を定期的に⾏うことで、管理者・作業従事者の排⽔処理に関する知識や⼒量の向上を図り、
施設管理の適正化、不慮の事態の発⽣時の対応⼒の向上を推し進めます。 

 
⽬標 2) ⽔使⽤量の削減 

キッコーマングループの国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨(23 ⼯場)では、⽣産活動にと
もなう⽤⽔の使⽤量を測定し、⽤⽔量や、製品量当たりの⽤⽔量(⽤⽔原単位)を管理し、既存
の⼯程の⾒直しや効果的な施策の導⼊を通して、効率的な削減を⽬指します。 

また、キッコーマングループの国内営業・間接部⾨でも、事業活動の⾒直しや、節⽔の啓発
活動を通して、⽤⽔使⽤量の削減を⽬指します。 
 
【2017 年度の結果総括】 
⽬標 1) ⽔環境の保全 
①排⽔ BOD または COD の低減 

キッコーマングループの国内⽣産部⾨のうち、排⽔処理施設で処理した排⽔を河川に放流す
る 「河川放流エリア」10 ⼯場(12 事業所)において、9 ⼯場で⽬標 （BOD が 10mg/ℓ以下、ま
たは COD が 8mg/ℓ以下）を達成しました。 
  
⽬標 2) ⽔使⽤量の削減 
①国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨の⽤⽔原単位削減 

キッコーマングループの国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨の 2017 年度の⽤⽔原単位は
8.00 ㎥/t で、2016 年度(8.24 ㎥/t)⽐ 0.24 ㎥/t(2.9％)減少し、⽬標を達成できました。今後
も、効率的な⽤⽔の使⽤に取り組み、より⼀層の削減に努めてまいります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
⽔ストレス※を緩和する活動の⽀援 

キッコーマングループは、⽶国、オランダやシンガポールなど、⽔ストレスが社会的な課題
になっている地域に⽣産拠点を持っています。これらの拠点では、⽔ストレス問題の解決に貢
献するため、地元政府や NGO による⽔環境保全活動を⽀援しています。詳しくは本報告書 45
ページ 「海外での主な社会貢献活動」をご覧ください。 
※⽔ストレス(Water stress)とは、⽔の需要が⼀定期間に使⽤できる⽔の量を超える、もしくは⽔質により⽔
の使⽤が制限される状態を指します。 
 
国内外イニシアティブへの参加 
 2015 年度、キッコーマングループは、環境省による 「Water Project」に参加するとともに、
国連グローバル・コンパクトによるイニシアティブのひとつである「CEO Water Mandate」

⽤⽔使⽤量の推移               ⽤⽔原単位の推移
(国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨)        (国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨) 
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に署名しました。地球にとって⼤切な⽔資源を将来にわたって守るイニシアティブに参画し、
活動につなげることで、当社グループの環境理念を実践します。 
 
サプライチェーンでの取り組み 
 キッコーマングループでは 「キッコーマングループ 取引⽅針」を通じて、キッコーマングル
ープの取引に関する基本的な考え⽅や理念・⽅針等を取引先に向けて説明しています。また、
キッコーマングループが取引先に順守を求める「重点項⽬」には環境保全に関する項⽬を記載
し、サプライチェーンを通じた環境保全活動の実現をめざして活動しています。取引先との意
⾒交換の際には、地球温暖化防⽌等の点から CO2 削減や森林保護等についての取り組み内容の
確認を⾏いました。詳しくは本報告書 42 ページをご覧ください。 
 
社外評価システムの活⽤ 

キッコーマングループは、2017 年度から、国際的な⾮営利団体である CDP の CDP Water
質問書にも回答し始めました。この質問書の評価スコアは、積極的に⽤⽔使⽤量の削減や⽔資
源・⽔環境の保全などに取り組んでいる企業姿勢を⽰す指標として、機関投資家向けに公開さ
れています。特に ESG 投資の観点から注⽬されているアンケートのひとつと⾔われています。 

キッコーマングループは CDP Water2017 年回答書では、C の評価を獲得しています。 
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エネルギー・資源フロー 

キッコーマングループは、国内外でしょうゆをはじめ、しょうゆ関連調味料、飲料、トマト
ケチャップ、ワイン、⾖乳など、さまざまな商品を⽣産・販売しています。これらの商品の⽣
産過程では、原材料のほか、エネルギーや⽔、容器・包装資材を投⼊し、固体・液体排出物や
気体排出物などを排出しています。 

キッコーマングループでは、こうした⽣産活動にともなう環境負荷を可能な限り低減するた
め、投⼊するエネルギー、⽔、原材料、容器・包装資材の削減を進めるとともに、⽣産⼯程の
効率化やエネルギー利⽤の⾒直し、廃棄物の発⽣抑制に努めています。 

また、リサイクル・リユースが容易なペットボトル、ガラスびん、段ボールなどの容器・包
装資材の開発を通じて、消費後段階における環境負荷の低減に取り組んでいます。 
 
【対象範囲】 
キッコーマン⾷品(野⽥⼯場、⾼砂⼯場)、北海道キッコーマン、流⼭キッコーマン、キッコー
マンフードテック(本社⼯場、中野台⼯場、江⼾川⼯場、⻄⽇本⼯場)※、埼⽟キッコーマン、⽇
本デルモンテ(群⾺⼯場、⻑野⼯場)、マンズワイン(勝沼ワイナリー、⼩諸ワイナリー)、キッコ
ーマンバイオケミファ(江⼾川プラント、鴨川プラント)、キッコーマンソイフーズ(埼⽟⼯場、
岐⾩⼯場、茨城⼯場)、宝醤油(銚⼦⼯場)、KFI(ウィスコンシン⼯場、カリフォルニア⼯場)、
KSP、KFE の 23 ⼯場(国内⽣産部⾨および海外主要⽣産部⾨） 
※平成⾷品⼯業は、2017 年 4 ⽉ 1 ⽇付けで江⼾川⾷品を吸収合併し、同⽇付けでキッコーマンフードテック
に社名変更しました。 
 
●エネルギー・資源フロー図(2017 年度）※2017 年度環境会計の集計結果をもとに算出。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊ＰＥＴボトル、ガラスびんのリサイクル率、段ボールの回収率は、お客様側にご対応いただいたもので、 
各業界団体が発表した 2016 年のデータを使⽤しています。 
＊＊四捨五⼊の関係で合計が合わない場合があります。 
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適切な環境マネジメント   
 

キッコーマングループは、効率的な環境マネジメントシステムを構築するために、ISO14001
を⼀括認証取得し、より⾼いレベルの環境マネジメントを推進しています。その⼀環として、
環境関連法令はもとより、⾃主的に定めた管理基準を順守し、⽇常業務の⼀環に環境リスクの
低減を織り込んでいます。また、私たちはステークホルダーとの情報共有に努め、グループ内
外の情報、技術、経験を環境保全活動に活⽤しています。 
 
【⽬標】 
⽬標 1) 地域との共⽣ 
①地域貢献活動をより⼀層推し進め、親密なコミュニティーの構築に努める。 
⽬標 2) 環境リスクへの対応 
①コンプライアンス順守のより⼀層の強化に努める。 
⽬標 3) 環境マネジメントシステムの継続的改善 
①環境教育 ・コミュニケーションの拡充、ISO14001 規格改定への対応、環境情報発信の推進。 
 
【対象範囲】 
⽬標 1) キッコーマングループ全体 
⽬標 2) キッコーマングループ全体 
⽬標 3) キッコーマングループ全体 
 
【施策と 2017 年度の結果総括】 
⽬標 1) 地域との共⽣ 

キッコーマングループは、セミナー講演や展⽰会発表を通じて環境保全活動に関する情報提
供を⾏うとともに、業界 ・⾏政 ・教育 ・NPO 団体との連携 ・活動を実施しています。また、グ
ループ内外の情報、技術、経験を環境保全活動に活⽤しています。 

 
2017 年度に実施した主な環境コミュニケーション⼀覧 
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⽬標 2) 環境リスクへの対応 
①⽔質汚染防⽌ 

製品の製造⼯程や洗浄などで多量の⽔を利⽤し排出しているため、排⽔の⽔質維持、河川な
どの汚染防⽌に⾃主基準を設け、万全の注意を払っています。排⽔については、2015 年度から
運⽤を開始した中期環境⽅針 2015-2017 において、BOD や COD の環境基準を指標とした管
理⽬標と⽬標達成度の評価システムを導⼊しています。 
 
②産業廃棄物の適正処理 

産業廃棄物を分別し、可能な限りの減量化・再資源化を進めています。国内では、産業廃棄
物を⾏政の許可を得ている専⾨の収集運搬業者、中間処理業者に委託していますが、 「キッコー
マングループ廃棄物に関するガイドライン」を定め、適正な処理に努めています。 
 
③騒⾳・振動・悪臭の発⽣防⽌ 

装置の改善や遮⾳・防⾳壁の設置などにより、騒⾳・振動・悪臭の防⽌策を講じています。
事業所の敷地境界線上で騒⾳・振動の値を定期的に測定し、それぞれの地域で定められた規制
値を上回ることのないよう監視しています。 
 
④⼤気汚染の防⽌ 

硫⻩酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、ばいじんについての地域ごとの濃度規制、総量規制の
順守はもとより、事業所ごとに⾃主基準を設定し、それらの排出を管理しています。 
 
⑤⿊⾊汚染(⿊かび)の発⽣防⽌ 

しょうゆ、みりんの製造⼯場では、アルコール発酵の影響からオーレオバシディウム属など
の微⽣物が発⽣し、⼯場周囲の住宅の屋根、壁、樹⽊などを⿊く汚染することがあります。キ
ッコーマングループでは、⼯場周辺住⺠の⽅々に配慮して、発⽣源の密閉、排気ダクトへの洗
浄装置の設置、排気ガス中アルコールの回収などの発⽣防⽌対策を講じています。 
 
⽬標 3) 環境マネジメントシステムの継続的改善 

キッコーマングループでは、2011 年 6 ⽉の ISO14001 国内⼀括認証取得後※、さらにグル
ープ内コミュニケーションを充実させ、環境マネジメントシステムを継続的に改善することで、
より⾼いレベルの環境経営をめざしています。グループ内の各職場での具体的な活動を通して、
グループ全体での確実な展開と継続的改善を推進するため、PDCA サイクルを活⽤しています。
環境保全活動に関する⽬標や⽅針をグループ全体の視点で策定し、現場での対応結果を⾒直し
ながら情報の交流を図る態勢を整え、環境マネジメントシステムの改善につなげています。ま
た、国内外グループ会社への内部環境監査を実施しています。加えて、新⼊社員・中堅社員に
対して、グローバルかつエコロジカルな視野と環境保全の重要性を認識させ、環境への取り組
みを動機づける研修を実施するとともに、環境保全担当者に対しては、専⾨性の⾼い研修を実
施しています。 
※2015 年 9 ⽉に ISO14001 の国際規格⾃体が⼤幅に改定されたことに伴い、キッコーマング
ループは 2017 年 6 ⽉に新しい国際規格(ISO14001:2015)での⼀括認証を再取得しました。 
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環境マネジメント推進体制(2017 年度) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※平成⾷品⼯業は、2017 年 4 ⽉ 1 ⽇付けで江⼾川⾷品を吸収合併し、同⽇付けでキッコーマンフードテック
に社名変更しました。 
 
2017 年度に実施した主な社員向け環境教育⼀覧 
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環境会計 
 
キッコーマングループは、環境保全に関わる投資・費⽤の把握とその効果の多⾓的な検証で

効率的な環境保全活動を進めています。 
 
環境会計の仕組み 

 
 
環境会計(2017 年度） 
【対象範囲】 
キッコーマン⾷品(野⽥⼯場、⾼砂⼯場)、北海道キッコーマン※、流⼭キッコーマン※、キッコ
ーマンフードテック(本社⼯場、中野台⼯場、江⼾川⼯場、⻄⽇本⼯場)※、埼⽟キッコーマン※、
⽇本デルモンテ(群⾺⼯場、⻑野⼯場)、マンズワイン(勝沼ワイナリー、⼩諸ワイナリー)、キッ
コーマンバイオケミファ(江⼾川プラント、鴨川プラント)、キッコーマンソイフーズ(埼⽟⼯場、
岐⾩⼯場、茨城⼯場)、宝醤油(銚⼦⼯場)、KFI(ウィスコンシン⼯場、カリフォルニア⼯場)、
KSP、KFE(国内⽣産部⾨ 19 ⼯場および海外主要⽣産部⾨ 4 ⼯場） 
※の企業は、キッコーマン⾷品の環境会計に含まれます。平成⾷品⼯業は、2017 年 4 ⽉ 1 ⽇付けで江⼾川⾷
品を吸収合併し、同⽇付けでキッコーマンフードテックに社名変更しました。 
 
【対象期間】 
2017 年 4 ⽉ 1 ⽇〜2018 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
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2017 年度の結果総括 
環境保全投資 

2017 年度の環境保全投資額は 555 百万円で、2016 年度(440 百万円)に⽐べ 115 百万円増
加しました。投資額が増加した主な理由は、マンズワインでワイナリーの排⽔路・排⽔処理施
設の改善に関する⼯事や、宝醤油で空調設備の更新⼯事などへの投資を⾏ったためです。 
 
環境保全費⽤ 

2017 年度の環境保全費⽤額は 2,739 百万円で、2016 年度(2,730 百万円)に⽐べ 9 百万円
増加しました。費⽤額が増加した主な理由は、前年度(2016 年度)⽐での製造量の増加に伴う管
理活動コスト(⼈件費など)の増加です。また、2017 年度は、為替レートが前年度(2016 年度)
に較べてやや円安に傾いたため、海外企業(KFI、KSP、KFE)の円建てでの環境保全費⽤額が前
年度⽐で増加しました。 
 
環境保全効果 

2017 年度の環境保全効果(CO2 換算値)123 千 t-CO2 を、CO2 換算価格(東京都温室効果ガス
排出総量削減義務と排出権取引制度におけるクレジット価格の 2017 年 11 ⽉ 22 ⽇時点での査
定値(超過削減量(クレジット) ：400〜800 円/t-CO2)の中値 600 円/t-CO2)で換算すると、環境
保全効果(効果額)は 74 百万円となりますので、前年度(2016 年度 ：191 百万円)⽐ 117 百万円
減少したことになります。効果額が減少した主な理由は、効果額の算出に⽤いている査定値の
中値の前年度(2016 年度：1,500 円/t-CO2)⽐での⼤幅な下落です。 
 
〈環境保全効果の算出⽅法について、また詳細については環境保全活動事例集をご覧ください〉 
URL：https://www.kikkoman.com/jp/csr/environment/case.html 
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