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2010年6月24日・25日、ニューヨーク(アメリカ)で開催された「国連グローバル・コンパクト・リーダーズ・サミット」の中で発表された
調査報告書「国連グローバル・コンパクト－アクセンチュア CEO Study 2010」に、当社社長橋本裕一のメッセージが掲載されました。
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経済人コー円卓会議日本委員会様

お客さまへのサービス
企業ブランドの確立
コンプライアンスの定着
リスクマネジメントの推進

人権の尊重と多様性の推進
環境経営の推進
ステークホルダーとのコミュニケー
ション

社会的課題への積極的対応
人材育成

労働安全衛生

サプライチェーンマネジメント 社会貢献活動の推進

ページ先頭へ戻る
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環境経営の推進
ステークホルダーとのコミュニケーション

ページ先頭へ戻る
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 納品時 引き取り時

従来のダンボール包装
お客さまが処理をする包装資材の量が多い。
・廃棄物の処理費用が多大に発生してしま
う。

包装資材をお客さまに送り、お客さまが包装している。
・お客さまの製品包装作業が発生する。

エコ・ロジスティクス
お客さまが処理をする包装資材の量が少な
い。
・廃棄物の処理費用を削減できる。

輸送業者が資材を持参し、輸送業者が包装して持ち帰
る。
・お客さまの製品包装作業が不要になる。

品質管理
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企業ブランドの確立

携帯電話端末のグローバルな普及に貢献

LTEの商用サービス開始に貢献

fi

国際標準の試験規格づくりで、LTEの実用化に貢献

アンリツの計測器がAPEC会期中の電波監視を支援

CSRホーム  CSR報告2011  達成像1  
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アンリツの計測器がAPEC会期中の電波監視を支援

ニュースリリース

海を超えたブロードバンド通信を支える“Only One”計測器

深海とのコミュニケーションを支える「はかる」技術

世界最大のインターネットエクスチェンジを支えるアンリツの計測器

ニュースリリース

高感度異物検出で、安全・安心な食品づくりに貢献

サンプルテストサービス/技術セミナーの実施

防災/減災・防犯ネットワークの高度利用に向けて15
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防災/減災・防犯ネットワークの高度利用に向けて

社会インフラ企業の通信設備の信頼性確保を支援

IPv6ネットワーク接続機能の評価を支援

デジタル機器の小型化・高機能化を支える精密計測技術

HALT試験で電子機器の品質向上を支援

ページ先頭へ戻る
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社会的課題への積極的対応
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国連グローバル・コンパクトへの賛同
.//f=ghSC%DE@FH&ijkLlmnopVqBOrsqtSuvqtwxySz{|}~dw�FG&!H��%�#8�O��

QcQxe

��FG&!H��%�#8)�l-L��`�{�TLP��FG&!H��%�#8)�l-L��`�{�TLP��

C%DE|S.//2=�O��QxlmnopVz{FG&!H��%�#8|1��w0/��O�BQR��dw`S>�L��OI�c

deI�S.//�=O��xC%DEL�l�L��@S� ¡¢£,¤+1l¥9)¦§d¨©op��-�O1ªrq«cQxe

¬FG&!H��%�#8)�¤¡,£¤1l¡®£¯¢-°1±²S³´µ¶S·¸��¹º»¼½O�dw0/��

V¾¿dwÀkLÁc�Âde0222=0hOÃA«xÄÅÆÇÈÉ&ÊËO�]RS�ÈÌ&�C$%

?z{TÍÎÏ|}~QS.///=�hOÐÑ&Ò&#Lz{ÓÔÂÕÖOu×QcQxe

グローバル・コンパクト10原則 2010年度の主な取り組み 該当ページ

共通 グローバル・コ
ンパクト10原則
全体
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リスクマネジメントの推
進

コンプライアンスの定着

人権 原則1 企業は、国際的
に宣言されてい
る人権の保護を
支持、尊重し、

�&'O�(w³´)j*+Vå,dwopV��QcQxe

�-Ù.qcOPQR±²,/L!"01V23QcQxe

労働安全衛生

サプライチェーンマネジ
メント

原則2 自らが人権侵害
に加担しないよ
う確保すべきで
ある。

�J4OPQø�C%ù&8VWQR5Ê76%8L�7V8

9QcQxe

�-Ù.qcOPQR±²:;O<=QI]��O23QcQ

xe

コンプライアンスの定着

サプライチェーンマネジ
メント

労働基準 原則3 企業は、組合結
成の自由と団体
交渉の権利の実
効的な承認を支
持し、

�>&#Ê4È!Ê%7V?wxySJ4LMNOµ@©³´

·¸L�AOByR]cde

人権の尊重と多様性の推
進

原則4 あらゆる形態の
強制労働の撤廃
を支持し、

�-Ù.qcOPQRCß³´�L<=D½V23QcQxe サプライチェーンマネジ
メント

原則5 児童労働の実効
的な廃止を支持
し、

�-Ù.qcOPQREF³´�L<=D½V23QcQxe サプライチェーンマネジ
メント

原則6 雇用と職業にお
ける差別の撤廃
を支持すべきで
ある。

�GHLI&3J7KVèycQxe 人権の尊重と多様性の推
進

環境 原則7 企業は、環境上
の課題に対する
予防原則的アプ
ローチを支持
し、

�L�ÈM#8D&��¹L�NÈÌ7LopVçèQcQ

xe

�·¸KOVPÚ[O��QcQxe

エコオフィス、エコファ
クトリー

環境会計(2010年度)

原則8 環境に関するよ
り大きな責任を
率先して引き受
け、

�·¸ÆQOR]R�S"8QcQxe

�L�T4%ULopVçèQcQxe

�VWXYK¼½L-�Z[VçèQcQxe

エコマネジメント、エコ
マインド

エコマネジメント、エコ
マインド
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エコオフィス、エコファ
クトリー

原則9 環境に優しい技
術の開発と普及
を奨励すべきで
ある。

�·¸^_`abLÃuVcèQcQxe エコプロダクツ開発

腐敗防止 原則10 企業は、強要と
贈収賄を含むあ
らゆる形態の腐
敗の防止に取り
組むべきであ
る。
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達成像3
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CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進
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2010年度の実績、
2011年度の目標
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第三者意見
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リスクマネジメントの推進

内部統制を通した企業価値の向上

情報セキュリティ管理
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検索 アンリツホーム お問い合わせ

サプライチェーンマネジメント 

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

  

サプライチェーンマネジメント

基本的な考え方

取引先さまへのはたらきかけ

CSR調達ガイドライン

BCP（事業継続計画）への取り組み
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BCP（事業継続計画）への取り組み

サプライチェーンマネジメントの推進
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検索 アンリツホーム お問い合わせ

人権の尊重と多様性の推進 

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

  

人権の尊重と多様性の推進

障がい者雇用の推移

2008/12 2009/12 2010/12

目標雇用率（単独） 1.80% 1.80% 1.80%

実績雇用率（単独） 1.59% 1.76% 1.98%

参考：実績雇用率（国内連結） 1.44% 1.37% 1.50%

アンリツ（株）社員データ

2008年度 2009年度 2010年度

社員数
（ ）は幹部職数で内数

男性 745（167） 719（171） 711（165）

女性 128（5） 112（5） 114（4）

計 873（172） 831（176） 825（169）

平均年齢

男性 40.4 40.1 41.0

女性 34.8 35.8 36.4

計 39.6 39.5 40.3

平均勤続年数

男性 16.6 16.4 17.4

女性 12 13.3 13.8

計 15.9 15.9 16.9

年間所定労働時間数 1,860.00 1,860.00 1,875.50

平均年次休暇取得日数 14.1 11.2 14.6

育児休職取得者数 14 11 6

雇用延長者数
（定年到達者の継続雇用）

対象者数 30 16 19

延長者数 14 5 11

グローバルにみた女性の活躍状況

日本 米州 EMEA アジア他 グローバル計

全社員に占める女性社員の比率 2010年度 14% 32% 23% 29% 23%

CSRホーム  CSR報告2011  達成像2  
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グローバルにみた女性の活躍状況

日本 米州 EMEA アジア他 グローバル計

全社員に占める女性社員の比率
（女性社員数/全社員数）

2010年度 14% 32% 23% 29% 23%

2009年度 13% 31% 22% 31% 23%

男性を100とした女性の幹部職登用率
（（女性幹部職数/女性社員数）/
（男性幹部職数/男性社員数））

2010年度 12% 64% 64% 44% 48%

2009年度 19% 64% 74% 33% 50%

アンリツ（株）第2期次世代育成支援行動計画　計画期間（2008.4.1 ～2012.3.31）

目標 対策

男女共同参画の観点から、育児休職を希望する社員
が、男女ともに安心して育児参画できる環境を整備す
る。

「育児休職制度の拡充」など

一時的な保育への支援として、育児サービス利用者に
対する利用料補助制度を拡充する。

「自治体のファミリーサポートセンター利用者に対す
る利用料補助の実施」

仕事と育児の両立がより一層図れるように、両立支援
関連制度の周知および社員への理解促進を行う。 「育児関連諸制度のガイドブックの作成・配布」など
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検索 アンリツホーム お問い合わせ

人材育成  

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

  

人材育成

基本的な考え方

教育・研修制度

グローバル人材育成

表彰制度による業務に役立つ資格取得の推進
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表彰制度による業務に役立つ資格取得の推進
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アンリツホーム お問い合わせ

労働安全衛生  

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

  

労働安全衛生

基本的な考え方

安全衛生・健康管理体制

2010年度の具体的な活動・トピックス
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社会貢献活動の推進  

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

  

社会貢献活動の推進

基本的な考え方

青少年教育との連携

CSRホーム  CSR報告2011  達成像2  
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環境推進活動 （生物多様性保全）
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CSRマネジメント
達成像1
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達成像2
グローバル経済社会との調和
達成像3
地球環境保護の推進
達成像4
コミュニケーションの推進
2010年度の実績、
2011年度の目標
事業概要
第三者意見
第三者意見を受けて
編集方針
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生物多様性保全基本方針
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「生物多様性保全への取り組み」詳細へ

!ページ先頭へ戻る
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検索 アンリツホーム お問い合わせ

エコマネジメント、エコマインド 

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

   

エコマネジメント、エコマインド

CSRホーム  CSR報告2011  達成像3  

アンリツグループ環境理念

行動指針

環境経営推進体制

36



環境経営推進体制

登録会社
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社員の環境意識調査

環境コミュニケーションの推進

生物多様性保全への取り組み
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生物多様性保全への取り組み

ページ先頭へ戻る

39



検索 アンリツホーム お問い合わせ

エコオフィス、エコファクトリー 

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

   

エコオフィス、エコファクトリー

CSRホーム  CSR報告2011  達成像3  

エコオフィス、エコファクトリー
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アンリツグループ使用規制化学物質

使用禁止物
質

CFC（Chlorofluorocarbons），ハロン，
四塩化炭素，1,1,1-トリクロロエタン，
HBFC（Hydrobromofluorocarbons），
ブロモクロロメタン，臭化メチルの7物質群

使用抑制物
質

HCFC（Hydrochlorofluorocarbons），
トリクロロエチレン，
テトラクロロエチレン，ジクロロメタン，
HFC（Hydrofluorocarbons），
PFC（Perfluorocarbons），SF6（六フッ化硫黄）
の7物質群
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アンリツカンパニー（アメリカ）のエコオフィス活動

ページ先頭へ戻る
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検索 アンリツホーム お問い合わせ

エコプロダクツ開発  

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

   

エコプロダクツ開発

CSRホーム  CSR報告2011  達成像3  

製品環境規制へのグローバル対応

グローバル製品アセスメント実施ガイドライン

省資源化/製造時負荷削減

有害物質削減
44



有害物質削減

物流負荷削減

使用時負荷削減

廃棄時負荷削減

エコ製品制度

製品アセスメント事例 45



CSRホーム 個人情報保護について サイト利用規約 Copyright© Anritsu Corporation

製品アセスメント事例

アンリツのエクセレント エコ製品

2010年度に認定されたエクセレント エコ製品

使用済み製品のリサイクル

ページ先頭へ戻る
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検索

CSRホーム 個人情報保護について サイト利用規約 Copyright© Anritsu Corporation

アンリツホーム お問い合わせ

サプライチェーンマネジメントの推進 

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

   

サプライチェーンマネジメントの推進

CSRホーム  CSR報告2011  達成像3  

グリーン調達

アンリツグループグリーン調達ガイドライン

ページ先頭へ戻る

47



検索 アンリツホーム お問い合わせ

アンリツグループ環境負荷マスバランス 

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

   

国内アンリツグループ環境負荷マスバランス（2010年度）

CSRホーム  CSR報告2011  達成像3  

環境負荷マスバランス

電　気： 工場・オフィスなどで使用する電力会社からの購入電力

ガ　ス: エネルギーとして使用する都市ガス

48



電　気： 工場・オフィスなどで使用する電力会社からの購入電力

ガ　ス: エネルギーとして使用する都市ガス

燃　料： エネルギーとして使用する重油、軽油

水： 水道水、地下水（再利用水を除く）

化学物質： 法規制を受ける化学物質（毒物、劇物、危険物、有機溶剤、特定化学物質）

紙： 工場・オフィスで使用するコピー紙

包装材： 製品の包装・梱包材および物流時の梱包材

CO2：
電気、ガス、燃料の使用に伴って発生するCO2（電気の使用に伴って発生するCO2の排出係数は、
電気事業連合会公表値（2009年度実績値）を使用しました）

NOx： ガス、燃料の使用に伴って発生する窒素酸化物

SOx： ガス、燃料の使用に伴って発生する硫黄酸化物

排水： 工場・オフィスの工程系排水および生活系排水

BOD： 生物化学的酸素要求量

一般廃棄物： 事業活動に伴って生じた産業廃棄物以外の廃棄物（厨芥物、紙くず、木くずなど）

産業廃棄物： 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち汚泥、廃プラスチック類、廃酸、廃アルカリなど「廃棄物の
処理および清掃に関する法律」に定められた廃棄物

リサイクル： 廃棄物を熱回収（サーマルリサイクル）、再生利用（マテリアルリサイクル）により、資材、原料
または資源として用いること

サイト別環境負荷マスバランス（2010年度）
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検索 アンリツホーム お問い合わせ

サイト別環境データ集(10年度) 

CSRホーム

CSR報告2011

トップコミットメント

CSRの考え方

アンリツのCSR達成像

CSRマネジメント

達成像1
安全・安心で快適な社会構築へ
の貢献

達成像2
グローバル経済社会との調和

達成像3
地球環境保護の推進

達成像4
コミュニケーションの推進

2010年度の実績、
2011年度の目標

事業概要

第三者意見
第三者意見を受けて

編集方針

日本語版 英語版
日本語版 英語版

日本語版 英語版
日本語版 英語版

こちら

   

   

CSRホーム  CSR報告2011  達成像3  

サイト別環境データ集(10年度)

厚木地区

水質（公共下水道排出基準：法・厚木市条例）

項目*1
排出基準（mg/l） 実測値（mg/l）

規制値 自主管理基準 平均 最小 最大

pH 5.7-8.7 6.0-8.4 7.0 6.7 7.8

SS 300 120 9.2 4.8 19

BOD 300 180 3.6 2.5 5.2

ノルマルヘキサン
抽出物質

鉱物油 5 3 1 1 1

動植物油 30 18 1 1 1

よう素消費量 220 90 1.15 1 1.6

ふっ素化合物 8 4.8 0.25 0.2 0.3

シアン化合物 1 0.4 0.01 0.01 0.01

全窒素 125 50 0.85 0.5 1.4

溶解性鉄 10 4 0.11 0.06 0.13

銅 3 1.2 0.05 0.05 0.05

亜鉛 2 1.2 0.29 0.09 0.79

ニッケル含有物 1 0.6 0.05 0.05 0.05

鉛 0.1 0.06 0.01 0.01 0.02

騒音（神奈川県条例）
測定箇所 規制値（dB） 自主管理基準（dB） 実測値（dB）

東側敷地境界線

70
（昼間）

68
（昼間）

53

西側敷地境界線 49

南側敷地境界線 56

北側敷地境界線 56

地下水
項目 環境基準値（mg/l） 実測値（mg/l）

トリクロロエチレン 0.03 0.014

テトラクロロエチレン*2 0.01 0.014

1,1,1-トリクロロエタン 1 0.0005未満

1,1-ジクロロエチレン 0.02 0.002未満

ジクロロメタン 0.02 -*3

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 0.025

棚沢地区

水質（公共下水道排出基準：法・厚木市条例）
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棚沢地区

水質（公共下水道排出基準：法・厚木市条例）

項目*4
排出基準（mg/l） 実測値（mg/l）

規制値 自主管理基準 平均 最小 最大

pH 5.7-8.7 6.0-8.4 7.19 7 7.9

SS 300 120 1 <1 1

BOD 300 180 0.78 <0.5 1.6

ノルマルヘキサン
抽出物質

鉱物油 5 3 0.6 <0.5 2.5

動植物油 30 18 *5

よう素消費量 220 90 1.04 0.5 3.3

ふっ素化合物 8 4.8 0.8 0.28 1

シアン化合物 1 0.4 0.01 0.01 0.01

全窒素 125 50 4.7 1.7 17

ほう素 10 4 0.1 0.1 0.1

全クロム 2 0.8 0.05 0.05 0.05

溶解性鉄 10 4 0.06 0.05 0.16

銅 3 1.2 0.05 0.05 0.05

亜鉛 2 1.2 0.02 0.01 0.18

溶解性マンガン 1 0.4 0.035 0.02 0.2

ニッケル含有物 1 0.6 0.05 0.05 0.05

鉛 0.1 0.06 0.01 0.01 0.01

騒音（神奈川県条例）
測定箇所 規制値（dB） 自主管理基準（dB） 実測値（dB）

東側敷地境界線

70
（昼間）

68
（昼間）

52

西側敷地境界線 49

南側敷地境界線 48

北側敷地境界線 53

東北地区

水質（水質汚濁防止法排出基準：法・福島県条例）

項目*6
排出基準（mg/l） 実測値（mg/l）

規制値 自主管理基準 平均 最小 最大

pH 5.8-8.6 6.0-8.4 7.2 7.1 7.4

SS 70 30 3.3 1 7.7

BOD 40 20 5.8 2 12

溶解性鉄*7 10 4 0.1 ? ?

銅*7 2 0.8 0.03 ? ?

亜鉛*7 2 1.2 0.05 ? ?

ニッケル化合物*7 2 0.8
定量下限値
（0.01mg/l）
未満

? ?

鉛*7 0.1 0.08
定量下限値
（0.05mg/l）
未満

? ?

大腸菌群数（個/m3） 3000 2400 0 0 0

騒音（福島県条例）
測定箇所 規制値（dB） 自主管理基準（dB） 実測値（dB）

南側1敷地境界線 61
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騒音（福島県条例）
測定箇所 規制値（dB） 自主管理基準（dB） 実測値（dB）

南側1敷地境界線

75
（昼間）

74
（昼間）

61

南側2敷地境界線 62

東側敷地境界線 54

西側敷地境界線 50

地下水
項目 環境基準値（mg/l） 実測値（mg/l）

トリクロロエチレン 0.03 定量下限値（0.002mg/l）未満

テトラクロロエチレン 0.01 定量下限値（0.0005mg/l）未満

1,1,1-トリクロロエタン 1 定量下限値（0.0005mg/l）未満

1,1-ジクロロエチレン 0.02 定量下限値（0.002mg/l）未満

四塩化炭素 0.002 定量下限値（0.0002mg/l）未満

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 定量下限値（0.004mg/l）未満

大気（大気汚染防止法、福島県条例）

項目
排出基準

実測値
規制値 自主管理基準

ばいじん（g/m3N） 0.3 0.18 定量下限値（0.005mg/l）未満

硫黄酸化物（m3N/h） 4.37 2.63 0.08

窒素酸化物（ppm） 180 170 95

ページ先頭へ戻る
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環境保全コスト 効果

大分類 中分類
投資額
（百万
円）

費用額
（百万円）

経済効果
（百万円） 物量削減効果

事業エリア
内
コスト

公害防止コスト （リスク対策含む） 0 [0] 17.3 [12.3] 146.1 [146.1]

地球環境保全
コスト 温暖化防止 5.8 [5.1] 6.0 [5.8] 76.8 [111.8]

1,464 （トン-CO2）
［1,897 （トン-CO2）］

資源循環コスト
資源循環／活用活動 91.8 [69.3] 0.1 [ 0.1 ] 22.3（トン） [12.6（ト

ン）]

（廃棄物削減量）廃棄物処理費 24.6 [28.9] 13.7 [10.0]

上下流
コスト

グリーン購入／調達コスト 23.3 [26.0]

（34.9

[29.8]）*1

（720（トン-CO2）
［653（トン-CO2）］）*1

環境配慮型製品設計 22.1 [30.9]

製品・容器包装などリサイクル、回収、処
理 0.0 [0.0]

管理活動
コスト

環境教育／人材育成 18.7 [13.3]

EMS運用・維持、内部監査 58.9 [43.7]

環境負荷の監視測定コスト 3.6 [8.6]

環境保全対策組織の人件費 9.2 [8.6]

緑化整備・維持 9.0 [8.8]

社会活動
コスト

地域・環境保全団体などへの支援 1.2 [1.1]

情報公開 6.6 [3.2] 0.2 [0.0]

研究開発
コスト 環境負荷低減のための研究開発 2.1 [2.9]

環境損傷対
応
コスト

環境損傷対応のためのコスト 0.0 [0.0]

合計 5.8 [5.1]
294.4

[263.4]

236.9 [268.0]

（34.9

[29.8]）*1

前年度比 13.7% 11.8% -11.6%
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CSRホーム  CSR報告2011  達成像3  

アンリツ環境管理活動の歴史

2010年 神奈川県知事より「神奈川県環境整備功労者表彰」（循環型社会形成の推進）を企業として受賞

2009年 日本経団連生物多様性宣言推進パートナーズへの参加

2008年 ISO14001の認証取得範囲をアンリツ（株）営業拠点に拡大

2007年 「平成19年度かながわ地球環境賞」を受賞（厚木地区）
Anritsu Company（アメリカ）でISO14001認証取得

2006年 アンリツ・カンパニー（USA）がカルフォルニア州モーガンヒル市から2006 Excellence Awardを受賞
厚木地区廃棄物対策協議会会長賞受賞

2005年 東北アンリツ（株）が福島県主催のゼロエミッション活動提案コンクールの事業部門において優秀賞を受賞
第1回グローバル環境管理会議をアンリツ・リミテッド（イギリス）で開催

2004年 『アンリツグループグリーン調達ガイドライン』に改訂
国内アンリツグループの全開発・製造拠点でゼロエミッション達成

2003年 ISO14001の登録範囲を統合し、棚沢地区、厚木地区のグループ会社および東北アンリツ（株）を含める

2002年 社内の環境関連部門（環境管理部、環境技術部）を統合し、環境推進センターを設置
ISO14001の登録範囲を拡大し、棚沢地区および厚木地区のグループ会社を含める
リサイクルセンター産業廃棄物処分業の免許取得

2000年 アンリツ・リミテッド（イギリス）でISO14001認証取得
アンリツエコ製品制度の制定
リサイクルセンター設立

1999年 『アンリツグリーン調達ガイドライン－製品開発用－』制定
東北アンリツ（株）でISO14001認証取得

1998年 厚木事業所でISO14001認証取得
関東通商産業局長から緑化優良工場として表彰
技術本部に環境技術グループ設置
鉛フリーはんだ委員会発足

1997年 環境方針制定

1996年 グリーン購入ネットワークに加入
アンリツ環境マニュアル制定
厚木事業所で大防法対象特定施設（灯油ボイラー）廃止

1995年 厚木地区廃棄物対策協議会会長賞受賞

1994年 厚木ZP委員会を厚木環境管理委員会に改組
製品アセスメント委員会発足

1993年 オゾン層破壊物質全廃（除く冷媒、消火器）
環境管理委員会発足
ニカド電池規制対応
環境理念および環境管理システム規程の制定
臭素系難燃剤の調査と対応
エネルギー対策専門委員会発足

1992年 環境保全設計調査WG発足

1991年 （財）日本緑化センター会長賞受賞

1990年 化学物質の購入・給配の一元化開始
厚木事業所総務部に環境管理課設置

1987年 厚木事業所で工程系配管の架空配管整備

1981年 神奈川県県央地区行政センターから環境保全功労表彰を受ける
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エネルギー対策専門委員会発足

1992年 環境保全設計調査WG発足

1991年 （財）日本緑化センター会長賞受賞

1990年 化学物質の購入・給配の一元化開始
厚木事業所総務部に環境管理課設置

1987年 厚木事業所で工程系配管の架空配管整備

1981年 神奈川県県央地区行政センターから環境保全功労表彰を受ける

1980年 神奈川県緑化モデル工場として表彰される

1979年 神奈川県環境保全協議会から環境保全優良工場として表彰される

1978年 雨水以外の排水を公共下水道に接続（厚木事業所）

1974年 厨房排水処理施設として活性汚泥処理方式施設導入

1970年 ZP（Zero Pollution）委員会発足

1962年 化工工場開設に伴い排水処理施設設置（厚木事業所）

ページ先頭へ戻る
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