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自然資本

自然資本
地球は、地球を構成する大気、水、土壌などが相互に作用しながら健全な生存基盤をなし、豊かな生物
多様性を形成しています。
くらしや経済活動は、自然資本※である地球からの恵みを受け、持続可能に発

ス”
として算出しています。当計画でも引き続き、
リターン率

展しています。積水化学グループの企業活動も、土地の上に工場や事務所を建てたり、石油や木材を消費

の向上を加速します。

したりするなど、地球の財産
（自然資本）
を利用しています。このことを認識し、利用した自然資本を還して

■SEKISUI環境サステナブルインデックスの推移

いく取り組みを進めています。
※自然資本: 土地、大気、水、鉱物、動物、植物などの地球上のあらゆる資源であり、
自らの手でつくり出せないもの。

環境長期ビジョン
SEKISUI環境サステナブルビジョン2030
当社グループは、事業活動が自然資本に依存しているこ

な活動計画を策定しています。生産事業所・研究所では
ISO14001にのっとった環境マネジメントシステムを構築
し、環境活動を運用しています。

2016年度
（実績）

2019年度
（計画）

76.9 %

2030年度
（目標）

90 %

100 %

環境貢献製品
地球上の資源を活用し、製品・事業を生み出す我々にとっ

とを認識しています。経営層および社員一人ひとりが“環

2017年3月末時点で、国内生産事業所・研究所は100%

て、環境貢献は大切な使命です。当社グループは高いレベ

境活動推進力の高い人材”
へと進化を図るとともに、2030

（52事業所）
、海外生産事業所は83%相当の35事業所が

ルの環境貢献効果を有し、かつお客様の使用段階におい

年には
“地球から授かったもの以上に地球に返していく”
た
めに、
「環境貢献製品の市場拡大と創出」
「環境負荷の低減」
「自然環境の保全」
の3つの活動による貢献を軸に環境経
営を推進していきます。そして、
「自然資本へのリターンに貢
献」
していくことで、
“生物多様性が保全された地球”
の実現
に向けて際立つ価値を創造し続けます。

環境マネジメントシステム
当社グループは、社長を委員長とするCSR委員会およ

ISO14001などの認証を取得しています
（全社比率は93%）
。

環境中期計画
「SEKISUI環境サステナブルプランAccelerate」
当社グループは、長期ビジョン
「SEKISUI環境サステナブ
ルビジョン2030」
からバックキャスティングし、環境中期計
画
「SEKISUI環境サステナブルプランAccelerate」
（2017
～2019年度）
を策定し、具体的な目標を掲げて取り組みを
行っています。

て、
その効果を発揮することを認められた製品を
「環境貢献
製品」
と定義し、市場拡大と創出を行うことで地球の自然資
本へのリターンに貢献していきます。
前計画では、連結売上高に占める環境貢献製品の売上高
比率および新製品の創出拡大に取り組み、環境貢献製品の
売上高は4,812億円、売上高比率は45.2%となりました。
（環境貢献製品に関する詳しい説明は、P63をご覧ください）

環境貢献投資枠の設定

びその下部委員会の環境分科会を、それぞれ年2回ずつ

当計画では、前環境中期計画
「SEKISUI環境サステナブ

2015年11月～12月にフランス・パリでCOP21が開

開催し、グループ全体の環境の方針および主要な取り組

ルプランTake-Off」
より、企業活動が環境に与える負荷
（自

催され、世界共通の長期目標として、世界の平均気温上昇

みを決めています。これらの委員会の決定事項を受け、カ

然資本の利用）
と環境への貢献
（自然資本へのリターン）
の

を産業革命以前と比べて２℃より十分低く保つとともに、

ンパニー・コーポレート間の環境責任者会議にて具体的

度合いを一つの指標
“SEKISUI環境サステナブルインデック

1.5℃に抑える努力を追求することなどを含む
「パリ協定」
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自然資本

が採択されました。このパリ協定では、日本も2030年度に

用の各段階にわたって温室効果ガス排出量の削減に取り

2013年度比で26％削減を約束しています。

組んでいます。自事業所
（Scope1,2）
だけでなく、原材料調

当社グループでも、
この地球レベルでの課題を最重要と
捉え、温室効果ガス削減の実効性向上策として、売上高 の
※

達先や販売した製品の使用を含めたサプライチェーン全体
（Scope3）
での排出量の把握を行っています。

0.3％以上に相当する120億円の環境貢献投資枠を設定し
ました。

前計画では、生産事業所における2016年度の温室効果
ガスの総量について2013年度比で総排出量維持を目指

具体的な用途として、設備投資を支援する
「環境投資促
進策」
や、GHG排出量削減に大きく寄与した事業所に対し

しました。実績では、国内で11.3%削減、海外で7.5%増と
なった結果、総量0.3%削減となり、目標を達成しました。

ての社長表彰
「温暖化対策優秀賞」
新設などの施策を推進

さらに、新計画では、2019年度のGHG排出量を2013

中です。環境投資促進策としては、樹脂工場の冷水設備更

年度比で6%以上削減するとの目標を設定し、初年度の

新やパイプ関連製品の成型機更新などの設備投資がすで

2017年度には3%削減を目指しています。

に起案され、着工に向けて進んでいます。

（国内4事業所、海外8事業所）
に対し、国内5事業所、海外
7事業所がゼロエミッションを達成しました。
■ゼロエミッション達成事業所数

2016年度
（目標） 2016年度
（実績）
国内外合計
国内外合計

12事業所

12事業所

水資源の保全
水資源は持続的な事業活動に欠かせない重要な自然資
本であるため、取水量の削減はもちろん排水が生物多様

※2017～2019年度の売上高目標の概算累計額

廃棄物の削減

温室効果ガスの排出削減目標

廃棄物すべてを資源として再利用する
「ゼロエミッション

完了し、水リスクへの対応の緊急性はないことを確認しまし

活動」
の取り組みを継続しています。前中期3年間での目標

た。新計画では、取水量の削減だけでなく、排水の質を向上

当社グループは、原材料の調達から開発・生産・輸送・使

廃棄物については、
ライフサイクル全体で
「3R」
を徹底し、

性に与える影響や、事業継続に影響する水リスクの把握に
も取り組んでいます。前計画では、2015年度までに調査を

させることも目標設定しています。

コラム

環境貢献投資―エコファクトリーへのリニューアル

自然環境の保全
当社グループでは、従業員による自然環境保全のための

地球温暖化対策を目的とした環境貢献投資の一環として、住宅のユニッ

活動を世界各地の事業所で展開しています。事業所ごとに

ト生産工場のリニューアルを行っています。その一つとして、九州セキスイハ

宣言する連続１週間において、環境に貢献する活動を推進

イム工業
（株）
では、工場リニューアル第1期工事が2016年6月に完了。ハイ

する
「SEKISUI環境ウィーク」
は、全事業所全従業員参加を

ム新工場は環境に配慮したエコファクトリーに生まれ変わりました。

目標としています。第4回を迎えた2016年度は、20,449

当工場は、断熱屋根・遮熱壁面、地中熱を利用した空調設備、雨水利用貯

人の従業員が参加。総人員数に対する参加者数の割合は、

水タンク、蓄電池と太陽光発電システム、全館LED照明の採用などを行い、

70%に達しました。

同じ規模の従来型工場のCO2排出量を100とすると、82まで排出量を削減
しています。

九州セキスイハイム工業
（株）
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「環境貢献製品」
の
新たな挑戦

当社は2006年度に、
当社製品・サービスをご利用いただく
お客様の使用段階において高い環境貢献効果を発揮する製

このような環境貢献に対する視点の多様化により、具

づいて認定を行い、
社外有識者からなるアドバイザリーボード

体的には、当社グループで展開する検査薬などメディカル

でその妥当性などに関して評価、
判断をいただいてきました。

事業や介護関連の住生活サービス事業
（SDGs課題のno.3

ただし、当社の事業領域であれば、地球の持続可能性を

「健康と福祉の促進」
に該当）、また、上下水道や輸送・交

向上させるための課題に対し、自然環境の領域だけでなく、

通インフラ向けの各種プラスチック製品や老朽化対応技

社会環境の領域でも貢献を拡大していくことが可能であり、

術
（SDGs課題のno.9
「強靭なインフラ構築」
に該当）
など

また貢献をけん引していくことが使命であると考えました。

が、新たな課題を解決可能な環境貢献製品となります。当

境に加えて、人的資本や社会資本なども含んだ社会環境を

定義、範囲の見直し
現行の環境貢献製品

高

低

環
境
貢
献
製
品

お客様の使用段階での
環境貢献

定義

高

で自
の社
環の
境調
配達
慮・
生
産
段
階

低

＝製品

対象範囲

きたいと考えています。

品を
「環境貢献製品」
とする社内制度を設け、
一定の基準に基

そこで当社は、環境貢献製品の定義を進化させ、自然環

環境貢献製品の概念図

包含して環境と捉え、配慮範囲を拡大して貢献を高めてい

社は、
これら環境貢献製品の創出を図り、新たに30件以上
の登録を目指します。

2016年度に登録された環境貢献製品（一例）
環境貢献製品の進化

•お
 客様および社会の環境負 • 地球の
「自然環境＋社会環境」
（＝>自然資本）
荷 低 減に確 実に貢 献できる に確実に貢献できる製品・事業
• 従来製品・システムと比べ、一定レベル以上で
製品
• 事業・従来製品・システムと比
貢献する効果を有するもの
べ、一定レベル以上の環境貢
従来の環境貢献製品の枠組み認識も継続させ
献効果を有するもの
るため、2つの分類を再定義
（１）
自然環境
（生物資本、物的資本）
に貢献する
製品： お客様のところで自然環境に関する高
い貢献効果を有する製品
（２）
社 会環境
（人的資本、社会資本）
に貢献する
製品: お客様のところで社会環境に関する高
い貢献効果を有する製品
一般に環境問題として取り上げ 積水化学グループとして解決すべきグローバル
られる項目：温室効果ガス削減、 な社会課題
廃棄物削減、原材料削減、節水・（一例）
：SDGsで取り上げられている各種社会課
水循環、汚染の防止、生物多様
題、健康寿命の延伸、強靭なインフラの
性の保全、防災・減災など
構築

エスロヒート地中熱

クウチョウハイパーCH

耐薬品水溶性フィルム
「Advasol」

大容量フィルム型リチウムイオン電池

