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会社概要
基本情報

全てのステークホルダーを尊重し、 豊かな生活と持続可能な社会の構築に貢献します。

商号
代表者
本社所在地

公明正大な事業活動を堅持します。
地球環境を大切にし、 水産資源を安心 ・ 安全な魅力ある商品として、 持続的 ・ 安定的に供給します。

資本金
売上高
従業員数
事業内容

東洋冷蔵株式会社
代表取締役社長 大塚 茂
東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号
澁澤シティプレイス永代 2 階
昭和 23 年 10 月（昭和 46 年改組）

設立

21 億 2,145 万 2,637 円
1,555 億円
971 名（2021 年 4 月 1 日現在）
水産物 ・ 農産物 ・ 畜産物 ・ 酪農製品 ・ 飼料及び
化成品の仕入れ、 販売並びに開発、 加工 ・ 製造、
保管、 物流

組織図
東洋冷蔵グループ
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対象範囲
東洋冷蔵株式会社及び東洋冷蔵フード＆ロジスティクス株式会社の
国内全事業所（エコアクション 21 認証対象範囲）
※ 組織等は 2021 年 10 月現在
※ 対象事業所詳細は P2 の 「組織図」 参照
※ 対象範囲外の活動には、 都度その旨を記載

対象期間
2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日
※ 対象範囲外の活動には、 都度その旨を記載

発行日
2021 年 10 月

環境コミュニケーション大賞
TOREI の 「環境経営レポート 2020」 が第 24 回環境コミュニケーショ
ン大賞の環境レポート部門で 「優良賞」 を受賞しました。 今後も、
継続的な環境活動と質の高い情報開示を目指し活動します。

職能組織
総務人事部門
総務人事部
経理部門
経理部
情報システム部門
情報システム部
品質管理部門
品質管理部
場所別営業組織

本冊子では、 対象範囲におけるエコアクション 21 の取組及びサステナブル経営に関わる内容を掲載しています。 本書を通じて、 TOREI の持続
可能な社会の構築に対する姿勢にご理解を深めていただければ幸いです。
作成部署 ・ お問合せ先
東洋冷蔵株式会社 企画部 CSR ・ 環境推進室
〒135-0034 東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号
TEL：03-5620-3200 FAX：03-5620-3300
HP ：http://toyoreizo.com
本書で使用している固有の略称
TOREI：東洋冷蔵株式会社
TFL：東洋冷蔵フード＆ロジスティクス株式会社
TOREI グループ：東洋冷蔵株式会社及びその全ての関係会社
MC：三菱商事株式会社（TOREI の筆頭株主）
場所：TOREI の支社 ・ 支店の総称

監査役協議会

取締役会

25

魅力ある職場づくり ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 27

東洋冷蔵フード＆ロジスティクス株式会社

株主総会

持続可能な水産資源の利用と調達の実現 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23

トップメッセージ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3

2020 年度環境経営目標 ・ 計画取組結果

1

関係会社

東洋冷蔵株式会社

目次

札幌支店
東北支店
東京支社
横浜工場
静岡支店
名古屋支店
大阪支店
広島支店
福岡支店

三洋食品株式会社
日本超低温株式会社
日超オペレーション株式会社

経営支援組織
内部統制監査部
企画部

株式会社香西物産
株式会社みつしま水産
株式会社エム ・ アール ・ エス

社長室
新基幹システム推進室
CSR ・ 環境推進室
商品別営業本部組織
鮪 ・ 鰹部門
営業第 1 部
営業第 2 部
営業第 3 部
増養殖事業部
一般水産物部門
営業第 4 部

部署所在地 ・ EA21 認証対象範囲

尾鷲工場
営業第 5 部
営業第 6 部
貿易支援室
広域販売事業開発部門

本社
清水事業所
その他事業所
EA21 認証対象範囲

広域商品販売部

事業所一覧
東洋冷蔵株式会社（本社）
札幌支店
東北支店
築地事務所
東京支社
横浜工場
清水事業所
名古屋支店
尾鷲工場
大阪支店
広島支店
福岡支店
東洋冷蔵フード＆ロジスティクス株式会社（本社）

〒135-0034
〒063-0836
〒981-3206
〒104-0045
〒272-0003
〒236-0051
〒424-8511
〒510-8005
〒519-3611
〒598-0061
〒733-0832
〒813-0062
〒424-8511

東京都江東区永代 2-37-28
北海道札幌市西区発寒十六条 13-3-10
宮城県仙台市泉区明通 4-8
東京都中央区築地 4-5-9
千葉県市川市東浜 1-1-1
神奈川県横浜市金沢区富岡東 2-6-20
静岡県静岡市清水区島崎町 161-13
三重県四日市市富双 2-1-27
三重県尾鷲市朝日町 2-1
大阪府泉佐野市住吉町 27-14
広島県広島市西区草津港 1-6-10
福岡県福岡市東区松島 4-9-34
静岡県静岡市清水区島崎町 161-13

03-5620-3200
011-667-0015
022-378-2111
03-5148-0703
047-329-0100
045-773-6418
054-354-1234
059-361-5761
0597-22-8022
082-500-6333
089-942-1700
092-621-4911
054-354-1271
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TOREI の
サステナビリティ

トップメッセージ

20 年度目標

活動内容

トップメッセージ
海の恵みを享受してきた 50 年
これからもステークホルダーの皆様と手を取り合い
豊かな海を日本の食卓へお届けします

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

環境経営方針
環境経営方針は、 TOREI グループの経営理念に基づき環境経営や取組に関する基本方針を示し、 社会に誓約するものとして定めています。
環境経営方針では、 基本理念の他、 自らの事業活動を踏まえて重点的に取り組む活動や分野を定め、 中長期の活動計画や目標の策
定につなげています。 環境経営方針は毎年度末に見直しを行い、再策定の必要性を検討しています。 なお、環境経営方針の実現に向けて、
別途 「環境経営目標」 及び 「環境経営計画」 を策定しています（詳細は→P11）。

基本理念

地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、 より良い社会への発展に貢献すると共に、 仕入 ・
加工製造 ・ 保管 ・ 物流 ・ 販売及びサービスなど、 すべての企業活動において地球環境の保全 ・ 向上に積極的、
誠実に取り組む。

代表取締役社長

環境への取組の重点分野
１、 事業活動に係る環境側面を常に認識し、 温室効果ガスの排出をはじめとする環境負荷の削減を推進する
とともに、 サステナブル経営の継続的改善を図る。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）発生から 1 年半以上が経過しましたが、 未だ予断を許さない状況にあります。 罹患された方々、 そ
のご家族、 関係者各位にお見舞い申し上げると共に、 医療従事者、 関係者はもとより、 地域社会、 生活者の安全 ・ 安心に日々ご尽力頂
いている全ての方々に感謝申し上げます。
新型コロナウイルスは、 加工数量の減少や高価格帯のマグロ取扱量減少など、 当社の事業にも影響を及ぼしましたが、 TOREI グループの 「現
場力」 を発揮し、 業界トップクラスの企業として社会的使命 ・ 責任を果たし、 安心 ・ 安全 ・ 安定的な水産物の供給を通じて、 これからも社

２、 環境諸法規等を遵守するとともに、 国際行動規範に則した行動を取る。 環境関連法令等の違反や環
境事故等の事業活動に伴う環境面のリスクを把握 ・ 分析し、 そのリスクに関する対応方針を策定の上、
必要に応じてルール ・ 制度等を整備する。
３、 事業活動に伴う環境負荷の低減については、 以下を基本として取り組み、 各項目について、 年度目標 ・

会からの要請に応えてまいります。

中長期目標を設定すると共に、 部 ・ 場所ごとに企業活動に根ざした行動目標を設定し、 全社員で環境

持続可能な水産資源の利用と調達

①

電気 ・ 水 ・ 資材等の資源の効率的な利用に努め、 使用量を削減する。

②

基準値を超過する汚濁物質等が外部に流出しないよう予防措置を講じる。

③

生産過程で発生する残さいは、 発生抑制するとともに、 再生利用を推進する。

④

化学物質は使用量を把握し、 適正管理に努める。

⑤

商品の保管 ・ 物流に関わるエネルギー使用量の把握を行い、 削減に取り組む。

⑥

事務用品は、 グリーン購入を積極的に行う。

⑦

冷蔵設備で用いる冷媒について、 漏えいを防ぐとともに自然冷媒への変更を推進する。

⑧

以上を取り組むことにより、 温室効果ガスの排出量を削減する。

私たちは、 「社会の一員として、 食を通じてより良い社会への発展に貢献すると共に、 全ての企業活動において、 地球環境の保全 ・ 向上に
積極的、 誠実に取り組む」 ことを環境経営方針に掲げ、 事業を通じた社会課題の解決に取り組んでおります。 また、 社会環境の変化が目
まぐるしい現在、 事業活動のすべてにおいて 「持続可能性」 にコミットすることが企業に求められています。 特に、 近年世界的にも水産物の需
要が高まる中、 当社にとって事業経営の根幹となる持続可能な水産資源の調達と利用は最重要課題です。
事業開始以来、 国内トップの取扱量を誇るマグロカツオ事業においては、 2020 年に国内で初めて当社が仕入れた MSC 認証を受けた大西洋
クロマグロが豊洲市場で取引されました。 クロマグロ以外に、 エビやサーモン、 ホタテなどについても、 持続可能な水産物として認証を受けたサス
テナブルシーフードの調達 ・ 供給をしております。
これまで享受してきた海の恵みをこれからもステークホルダーの皆様にお届けできるよう、 サステナブル経営に一層取り組んでまいります。

これまでの歩みと 2050 年に向けて
当社は 2021 年に設立 50 周年を迎えました。 振り返れば山あり谷ありの時を経てきましたが、 お取引先の皆様、 地域住民の皆様、 消費者
の皆様及び従業員の皆様を含め、 これまでに当社に関わっていただいた全てのステークホルダーの皆様のご支持により、 無事に節目である 50 周
年を迎えられたものと思っております。 会社を代表して、 感謝申し上げます。
昨今の外部環境の変化には著しいものがあります。 世界では 2015 年にパリ協定が合意され、 世界中で SDGs に取り組む働きが活発化してい
ます。 当社では、企業も良き社会の一員という考え方の下、持続可能な社会づくりに貢献することを重要な経営課題と捉え、5 つのマテリアリティ
（重要課題）を特定し、 SDGs に取り組んでいます。 2018 年度より 2030 年をターゲットとした SDGs に関わる活動を開始してまいりましたが、
サステナブル経営をより一層強力に推進すべく、 2021 年度からはサステナビリティ推進体制も刷新し、 新たに 2050 年に向けた中長期目標を策
定しているところです。
目まぐるしく変容する世の中に対し、 従業員一人一人が社会の目線、 規範の変動に対して感度を磨き、 恒常的に考える習慣を身に着け、

活動を推進する。

４、 水産資源をはじめとする生物資源を享受して事業活動を行っていることを自覚し、 生物多様性への影響を
緩和するとともに、 その保全に貢献し、 全ての資源の持続的な利用に努める。
５、 この組織で働く、 または組織のために働く全ての人の環境意識を高め、 環境活動に取り組むとともに、 地域 ・
社会との協調をはかり、 サステナブル経営及び環境に関する企業情報を適時・適切に開示し、 多様なステー
クホルダーとのコミュニケーション ・ 協働を推進する。
６、 本方針の実行状況を確認するため、 1 年に 1 回内部監査を実施する。
2020 年 4 月 1 日
代表取締役社長

大塚

茂

自ら変化のチャンスとして 「チャレンジ」 「創意工夫」 を続けることで、 この難局を乗り越えていけるものと確信しております。
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TOREI の
サステナビリティ

トップメッセージ

20 年度目標

活動内容

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

TOREI のサステナビリティ
課題とチャンス

基本的な考え方
気候変動や資源問題、 人権問題などの地球規模の社会 ・ 環境問

毎年度、 事業内容や事業を取り巻く状況、 事業と環境との関わりを整理し、 課題とチャンスの見直しを行っています。 選定した課題とチャンス

題は複雑に関連しながら、日々進行しています。 このような背景から、

に基づき、 環境経営方針 ・ 環境経営目標 ・ 環境経営計画を策定し、 1 年間の取組内容を決定しています。

経済 ・ 社会 ・ 環境面の大きな課題に対処するため、 2030 年に向
食料に目を向けると、 テクノロジーの進歩が食料生産を向上させる一

経営理念

持続可能な
1
3 資源の有効活用
水産資源の利用と調達の実現

5 経済生産性の向上

4 魅力ある職場づくり

［課題］

の重要性が高まる中、 有用なタンパク源である水産物をこれからも長
期的に安定供給するという重要性を再認識し、 社会的な使命を果

サステナビリティ推進体制
これまで、 特定したマテリアリティ毎に 「作業部会」 を設置し、 各マ

進室をサステナブル経営達成のための責任部署として配置し、 全社

選任。 代表取締役社長を含めた経営層と作業部会検討責任者か

に直接協議の上、 全社施策を推進することとします。

テリアリティに関連が深い部署等から検討責任者やメンバーを経営が
ら構成される 「SDGs 事務局」 にて、年 2 回定期に全社方針の協議 ・
策定を行ってきました。

2021 年度からは、 これまで以上に強力にサステナブル経営を推進す

べく、 推進体制を変更しました。 今後は、 企画部 CSR ・ 環境推

いるところです。 会社のサステナブル経営に対する考え等を分かりやす
く示し、 全従業員で共通目標に向けて取組を推進できるよう、 施策
を検討していきます。

・ 冷蔵設備や空調等に

・ 先進技術導入 / 環境

使用しているフロン類に

負荷低減 / 冷媒調達

係る規制強化 / 漏えい

リスクの解消

・ 設備や拠点の老朽化

・ 生産効率の向上 / 集

（エネルギー効率が低い

約化によるコスト削減 /

/ 生産内容や事業規

［課題］

［チャンス］

・ 人材不足 / 退職社員の増加

・ 職場環境の改善 / 若手社員の登用
による育成

備 / 部署間連携

取締役会 ・ 経営会議

労働環境の向上

模とのアンマッチ）

・ 業務効率化 ・ 平準化 / マニュアル整

・ ワークシェアの推進 / 残業低減等労働
環境の改善

・ 業務フローの電子化 / 基幹システムの

サステナビリティ推進体制の変更

・ 省資源 / 省エネの推進

燃料費等）の上昇

施策を推進する実行主体部署と企画部 CSR ・ 環境推進室が個別
また、 全社中長期目標として新たに 2030/2050 年目標を策定して

［チャンス］

・ 環境コスト（電気料金

課題とチャンス

たしていきます。

・ 新たなニーズへの適応による信頼性の向上 / 市場開拓

・ 商品に関する顧客 / 消費者ニーズの変化への対応

ています。 水産物の販売を主たる業務としている TOREI にとって、「持
かかわる最も重要な取組の 1 つと位置づけています。 食料安全保障

（2021 年度策定予定）

点での事業継続
・ 中長期的な視点での事業継続 / 環境変動リスクに
対応するコストの削減

な社会に貢献するとともに、 自らも持続的に成長することが期待され
続可能な水産資源の利用と調達の実現」 は、 事業継続の根幹に

中長期目標 ・ 個別取組

・ 業務効率 / 決裁スピードの向上

更新
取締役会 ・ 経営会議

［課題］
・ 食品廃棄物発生量 / 食品ロスの削減

SDGs 事務局

企画部 CSR ・ 環境推進室

5 つのマテリアリティ

5 つのマテリアリティ

作業部会 1

5

…

作業部会 5

SDGs

・ 会社としての評価 ・ 信頼性の向上 / 中長期的な視

・ 地球温暖化ガス排出量の削減

企業としては、 これらの課題解決に積極的に取り組み、 持続可能

取引先 ・ 消費者

［チャンス］

らの要請

る可能性が示唆されています。

マテリアリティ

物流

・ 水産資源の持続的な利用に関する社会や取引先か

て供給への悪影響が広がり、 国や地域によっては食料需給が逼迫す

（2021 年度策定予定）

加工 ・ 保管

［課題］

方、 バイオ燃料の需要増加のほか、 地球温暖化や異常気象によっ

経営ビジョン

2 環境負荷の低減

調達

けた世界のあるべき姿として SDGs が掲げられました。

三綱領

中長期目標

［チャンス］
・ 市場開拓 / 資源の有効活用における
中長期的な視点での事業継続

個別取組

部署

部署

変更前

変更後
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TOREI の
サステナビリティ

20 年度目標

活動内容

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

マテリアリティの特定
マテリアリティの特定プロセス

特定した 5 つのマテリアリティ

2018 年度にサステナブル経営の実現や SDGs への貢献等のためのマ

まずは、 行っている事業と SDGs 及びターゲットとの関係性（事業活

テリアリティ（重要課題）を 「SDG Compass」 に基づき、 下に示し

動におけるチャンスとリスク）を整理。 その上で、 サステナブル経営を

たステップを通じて特定しました。

実現するための課題をピックアップし、 グルーピングしました。 それらの
課題についてステークホルダーとの関係性や影響度、 解決のための実

マテリアリティの特定ステップ

Step

1

SDGs との関係性の整理
TOREI が行っている事業と SDGs の 17 項目及び
169 のターゲットとの関係性（事業活動におけるチャ
ンスとリスク）を整理。

効性主体が自社になるか、 中核事業との関連性等に基づき、 重要
度を判断。 その結果、 軸として取り組むべき 5 つの分野を決定しま

2

Step

サステナブル経営を実現するための課題をピックアップ
し、 グルーピング。

事業継続の根幹にかかわる最重要課題として取り組むものと位置付
けています。 特定した 5 つのマテリアリティごとに、 定量 ・ 定性目標を
策定し、 達成のための計画を取締役会及び経営会議での承認を得

Step

4

めに、 会社がサステナブル経営を通して 「目指している姿」 を表す分

目標設定と計画立案 ・ 承認

2

環境負荷の低減

期数値目標を策定していきます。

マテリアリティ特定の考え方の例

取組例
3

資源の有効活用

・ 残さいの再生利用
・ 歩留まりの向上

P21~

特定したマテリアリティと取組目標 ・ 計画は、 取締
役会 ・ 経営会議にて承認。

・ フロン使用大型冷凍機の低 GWP 冷媒冷凍機への転換
・ プラスチック製容器包装の削減
・ 国内全事業所照明の LED 化

P13~

かりやすい 「指標」 として、 2030/2050 年度をターゲットとした中長

Step2 でピックアップした課題のステークホルダーとの関
果、軸として取り組むべき 5 つのマテリアリティを特定。

取組例

ました。

重要性評価（マテリアリティの特定）
係性や影響度等に基づき、 重要度を判断。 その結

・ サプライヤーの一部に対し、 サプライチェーン調査を実施
・ 認証品取扱量の目標を設定

P23~

社会への影響度

3

課題抽出

取組例

した。 その中で特に「持続可能な水産資源の利用と調達の実現」は、

2021 年度以降は全従業員でサステナビリティの取組を推進していくた
Step

1

持続可能な
水産資源の利用と調達の実現

取組例
自社への影響度

4

魅力ある職場づくり

・ 「女性活躍推進チーム」 による働き方改革の提案
・ 特別支援学校からのインターン生受け入れ
・ 組織風土調査の実施

P27~

担当者の声

特別なことは必要ない！みんなが今できる 1 つ 1 つの小さな成果が SDGs の達成に導いていく
活動開始前の検討段階において、 取り巻くリスク ・ チャンスの
把握や事業との関係性 ・ 影響度の分析には時間を掛けました
が、 そこから課題を抽出し、 それらをグルーピングしてマテリアリティ
の特定を行う段階では、 比較的スムーズに 5 つの特定に至りま
した。 これは、 これまでの様々な取組等から、 持続可能な事
業と社会の実現にとって 「TOREI が取り組むべき事項は何か」
という考えが、 なんとなく会社の中で共有されていたためだと考
えています。

7

2021 年度の体制見直しを含め、 2019 年度に開始した取組は
未だ試行錯誤の中ですが、 社会に必要とされる企業であり続け
るために、 より事業活動との関係性を深め、 持続可能な社会の
構築に寄与できる取組を事務局担当者としても提言 ・ 推進して
いきたいと考えています。 1 つ 1 つの施策が全て大きな変化に結
びつく訳ではないですが、 出来ることから着実に実行していくことを
目指していきたいです。
企画部

取組例
5

経済生産性の向上

・ 経費精算システムのワークフロー化
・ RPA の導入

P31~

CSR ・ 環境推進室
三石 恭子
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トップメッセージ

20 年度目標

活動内容

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

TOREI グループの事業活動と環境負荷
INPUT

事業活動と環境負荷実績
創業以来圧倒的な実績を誇るマグロを中心に、 多彩な水産物を取

維持するため、 多くの電力を必要としています。 また、 冷凍機で使

社として発展してきました。 とりわけマグロについては、 漁獲から加工、

果、 CO₂排出量の 80% 以上は電力とフロン漏えいで占めています。

り扱い、 安心 ・ 安全な商品を日本の食卓にお届けする総合水産商

保管、 物流、 販売までを TOREI グループが一貫して取扱っています。
下の図は、 TOREI グループの事業活動と環境負荷の関係を表したも

のです 。 加工、 保管、 物流機能を持ち合わしているため、 様々
※

なエネルギーを使用しています。 なかでも超低温冷蔵庫では -50℃を

電力：32,491 千 kWh

LPG：33,661 m³

重油：29,330 m³

軽油：1,541,130 L

灯油：2,900 L

用するフロン類の漏えいも突発的に発生することがあります。 その結

都市ガス：116,743 m³

今後は、 冷凍機のリニューアルを順次実施し、 省電力機器やノンフ

CO₂排出量

ガソリン： 43,710 L
水：298 千 m³

ロン機器を導入することで、 環境負荷の低減に努めていきます。

25,779

※環境負荷の把握範囲は、エコアクション 21 の認証対象範囲
（TOREI 及び TFL）
であり、
バリューチェーン及び TOREI グループ全体における環境負荷を示したものではありません。

CO₂
CO₂

t

電気

フロン漏えい

化石燃料（事業所外）

化石燃料（事業所内）

CO₂

CO₂

廃棄物排出量

1,462 t
-50℃

漁獲
漁獲

排水量

加工

産業廃棄物

一般廃棄物

保管

物流

排水処理設備

224 千 m3

調達

9

食品循環資源の
再生利用等実施率

99.6 %

食品廃棄物等発生量
下水道域

その他

10,558 t

公共用水域

※TOREI 単体

加工 ・ 保管

物流

取引先 ・ 消費者
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トップメッセージ

20 年度目標

活動内容

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

2020 年度環境経営目標 ・ 計画取組結果
単年度目標達成状況

中長期目標達成状況
中長期目標は 2016 年度を基準年、 2021 年度を達成年度として 2017 年度に策定しました。 現在、 水使用量及び紙資源使用量を除いて、

定量目標
単年度の環境経営目標は、 中長期目標達成状況や当該年度の活動予定等を鑑みて全社（TOREI+TFL）ベースで策定しています。 さらに、
全社目標を達成するために各部署が自部署の定量目標を設定し、 その目標を達成するための計画を立てています。 2020 年度の目標及び取

多くの項目で達成に至っていません。 目標未達は、 中長期目標策定当時には想定していなかった事業環境の変化が影響しました。 CO₂排出
量と電気使用量は、 東京支社の冷凍機譲渡等、 廃棄物排出量は、 2019 年度より集計方法を変更したことが要因と分析しています。

組結果は下記のとおりです。 なお、 原単位は各項目に密接な関係を持つ値を分母として設定しています。
項目

目標

達成状況

1％削減
1％削減

総量比
原単位比

13.0％増加
19.7％増加

電気使用量

総量比
1％削減
原単位比 ±0％削減

総量比
原単位比

18.1％増加
19.9％増加

×

水使用量

総量比 ±0％削減
原単位比 ±0％削減

総量比
原単位比

4.1％増加
4.0％増加

×

総量比

総量比

6.9％削減

〇

CO₂排出量（エネルギー）

紙資源使用量
食品循環資源の再生利用等実施率

総量比
原単位比

2020 年度実績

1％削減

99.5%

99.6%

×
×
×

×

〇

食品廃棄物等発生量

原単位比

1％削減

原単位比

6.8％増加

×

廃棄物排出量

総量比

1％削減

総量比

3.0％増加

×

化学物質使用量
フロン漏えい量（CO₂換算）
事務用品のグリーン購入率

適正管理
総量比

±0％削減
70％

適正管理
総量比

14.9％増加
46.4％

〇
×
×

＜評価＞
CO₂排出量（エネルギー）や電気使用量、 フロ
ン漏えい量等、 多くの項目で目標未達成という
結果となりました。 主な要因として、 東京支社
で独占的に使用している超低温冷蔵庫の冷凍機
の 管 理 者 が 2019 年 度 ま で は 他 社 で し た が、
2020 年度に譲り受け、 自社となったことが挙げ
られます。 一方、 紙資源使用量は前年度比で
大幅に減少しました。 これは新型コロナウイルスの
影響により、 営業部署で商品の受発注等に使
用する帳票類の使用頻度が減少したことや試験
的在宅勤務による印刷機会の減少が影響したと
考えています。
なお、 自らが生産 ・ 販売 ・ 提供する製品の環
境性能の向上及びサービスの改善についての目標
及び計画は、 各部署が独自に策定し、 計画に
則り活動しています。

100

目標
原単位比
95%

75
50

2016

2017

2018

2019

2020

（千 m³）

93.9%

298

300

目標
総量比
95%

200
100
0

取組計画

取組結果

2020 年度 4 月中に 2019 年度実績の
集計を実施。 特定荷主に該当した場
合には、 6 月末日までに定期報告書、
中長期報告書を行政あて提出。

2020 年 4 月中に 2019 年度実績を集計、 特定荷主に該
当した為、 行政あてに届出を実施。 9 月に定期報告書及び
中長期報告書を行政あてに提出（コロナ禍により届出期日
変更）。

エコ委員（環境業務担当者）向け説明会を実
施。 担当業務の法的背景や発生しうる事態に
ついての理解を深める。

2020 年度中に実施。

2020 年 5 月～ 6 月に場所の新任エコ委員に対する個別研
修を実施。

2019 年度より環境レポートの印刷を外注。 環
境レポートのさらなる活用を目的に、 内容の拡充
を図る。

2020 年度 8 月中に内容を検討し、 レ
ポート作成。 9 月中に経営あて報告。
10 月中に発行。

2020 年 7 月～ 9 月にレポートを作成。 10 月に経営宛報告、
印刷（外注）、 発行。 本社受付への常設の他、 採用 ・ 営
業活動への活用を推進中。

内部監査にて継続的に指摘事項となっている項
目について、 改善指導書を用いて具体的な改
善計画の立案、 改善完了の報告を行う。

2020 年度内部監査にて継続的に指摘
事項がある場合は、 改善指導書を作
成、 是正完了までのフォローアップを行
う。

コロナ禍の影響で監査方法を一部変更。 2020 年度内部監
査は自己監査にて実施。 2018 年 ・ 2019 年連続指摘事項
及び 2019 年法令関連指摘事項について、 改善指導書を
作成し、 是正完了までをフォロー。 2021 年 2 月時点で 7 割
改善済。

2016

2017

2018

2019

2020

部署内での PDCA 改善の為、 部署目標は原
則、 数値目標とし、 活動計画は、 実施状況
を定量的に把握可能な内容とする。

2020 年度環境活動開始時に各部署
に対して、 数値的に把握可能な目標
を立てるよう指導する。

2020 年度部署目標においては、 なるべく定量的に把握可能
な目標を立てるよう指導。 各部署最低 1 つは、 部署として
実績が把握可能な目標を策定した。

現場での記録を電子化することによる業務の効
率化を検討する。

2020 年度中に、 電子化の方法及び、
電子化に掛かる費用を概算する。

CSR ・ 環境推進室にて電子帳票システムを導入。 SSOP 及
び現場帳票に関し、 東京支社での本格導入に向け作業中。

126

125
100

目標
原単位比
95%

75
2016

2017

2018

2019

2020

2021

92.6%

紙資源使用量
486

（百 kg）

目標
総量比
93%

450
300

0

2021

99.6%
目標
100%

99.6

98.5

2016

2017

2018

2019

2020

2021

107%

食品廃棄物等発生量
（%）
125

107

100

目標
原単位比
95%

75
2016

2017

2018

2019

2020

139%

1,462

（t）

50

2021

廃棄物排出量
1,200

目標
総量比
95%

800
400
0

（%）

100

99.3

97.8

126%

電気使用量

50

2021

水使用量

100

画（環境経営計画）を策定し、 活動しました。 2020 年度の目標及び取組結果は下記のとおりです。

2016

2017

2018

2019

2020

46.6%

（%）
75

2017

2018

2019

（百 t-CO₂）

2020

2021

119%

64

60

目標
総量比
95%

40
20
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2020

2021

化学物質使用量

目標
70%

46.6

50

2016

フロン漏えい量（CO₂換算）

0

2021

事務用品グリーン購入率

適正管理

25
0

11

125

125

（%）

2019 年度の活動に基づく 2020 年度の活動についての代表者による指示事項は環境経営目標（定性目標）として、 達成するための取組計

省エネ法の改正に伴い、 物流実績の集計方法
について、 見直しを実施し、 全社統一ルールで
の集計が行えるよう整備する。

（%）

食品循環資源の再生利用等実施率

代表者の指示事項と取組結果

代表者による指示事項

125%

CO₂排出量（エネルギー）

2016

2017

2018

2019

2020

2021

※グラフ内の黒字は実績値、 青字は 2016 年度比を示しています
※食品循環資源の再生利用等実施率は TOREI 単体の実績です

2016

2017

2018

2019
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活動内容
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20 年度目標

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

環境負荷の低減
東京支社冷凍機のメンテナンス

基本的な考え方
産業革命以降、 CO₂等の温室効果ガスが増加し、 地球温暖化による海面上昇や異常気象等が発生し、 企業活動にも大きな影響
を与えており、 持続可能な社会の構築に向けて、 この課題解決は不可欠と考えています。
2015 年に COP21 で採択されたパリ協定（2℃目標）をはじめとする国際的な目標達成への貢献と、 事業活動及び製品ライフサイク
ルを通じた環境負荷低減を目指します。

石燃料」 の 3 種類に大別されます。 「電気」 は事務所や加工場、
冷蔵庫の主要エネルギー源であり、CO₂排出量の約 57% を占めます。

故障や運転効率の悪化等がみられました。 その影響で電気使用量

転設定を変更することで省エネ化を図ることができます。 TOREI グルー

も他の事業所に比べ非常に多い状態でした。 そこで、 省エネ運転を

プが所有する超低温冷蔵庫については、 毎年度初めに TFL 工務課

するために、 TFL 工務課と外部メンテナンス業者とで協議を重ね、 下

や外部メンテナンス業者と協議の上、 メンテナンス計画を策定しており

記に示した取組等を実施しました。

ます。 2020 年度に他社より東京支社に譲渡された超低温冷蔵庫の

その結果、 2020 年度の超低温冷蔵庫のみの電気使用量は前年度

冷凍機は設置から 30 年以上経過しており、 経年劣化による機械の

CO₂排出状況
事業活動に伴い排出される CO₂の発生源は 「電気」 「フロン」 「化

冷凍機は様々な部品で構成されており、 定期的な部品交換や、 運

（譲渡前）に比べ、 7.4% の改善に成功しています。
主なメンテナンス作業例
1）ダクト交換

事業所外由来

4,128 t

庫内に設置されていた既存のクーラーダクトは霜が付きやすく、
すぐに吹出し口が詰まってしまい冷却効率が悪い状態で
した。これを丸ダクトに変更したことで、 詰まりが軽減した

「フロン」 による CO₂排出は全体の約 25% となっています。 これは、
主に冷蔵庫の冷媒として使用しているフロンの突発的な漏えいに伴う

ほか、 庫内の最奥部まで冷却することが可能になり、 冷却

事業所内由来

21,655 t

ものです。 「化石燃料」 起源の CO₂排出は全体の約 18% にあたり、
その大半は TFL の配送事業や社有車等の燃料として使用するガソリ

効率が向上、 省エネ化に繋がりました。
3）その他部品メンテナンス
多くの部品が経年劣化している中、 制御機器やセンサー類の

ン ・ 軽油です。 その他には、 加工場のボイラー ・ ヒーター等に使用す

更新、 運転効率と直結する電子膨張弁やドライヤーの設置

る LPG や灯油等が含まれます。

などを実施しました。 その他にも、 クーラーファンインバーターの

電気

フロン漏えい

化石燃料（事業所外）

化石燃料（事業所内）

周波数の変更等、 運用面でも省エネ化を実施しました。
左上：補助機用丸ダクト、 右下：本庫用丸ダクト

電気由来の CO₂排出量削減の取組
事業所の LED 化

2020 年度実績
事務所 ・ 加工場 ・ 超低温冷蔵庫で構成される TOREI の代表的な

これまで -50℃以下の超低温冷蔵庫内で長期に渡って使用できること

電気使用量

32,485

事業所において、 超低温冷蔵庫で使用する電気は事業所全体の電
気使用量の約 6 割を占めています。 2020 年度は東京支社で超低
温冷蔵庫の冷凍機の譲渡を受けたことで、 電気使用量が前年度比
で 118.1% と大幅に増加しました。 但し、 東京支社以外の事業所
の実績をみると、 前年度比で 0.2% 削減しました。

が保証されている LED 照明機器がなかったことから、 超低温冷蔵庫
内の LED 化は一部事業所での試験的な導入にとどまっていました。

千 kWh

るため、 2022 年度までに超低温冷蔵庫内を含む全設備を原則
LED 化することを目標に定め、 さらなる省エネ化を図っています。

(2020 年度 )

27,500 千 kWh

しかし、 試験的に LED 化した事業所の照明機器の状態が良好であ

LED 交換前

(2019 年度 )

担当者の声

冷凍機の省エネ運転
事業所で使用する電気使用量の約 6 割を占める超低温冷蔵庫の省

庫内照明 LED 化により新たな光がもたらした効果

冷凍機の夜間シフトによるピークシフト

エネ化は非常に重要な取組の一つです。 TFL 工務課や外部メンテナ

ピークシフト

ンス業者によるアドバイスに基づく運転調整や夜間シフトによるピークシフ

電力使用量

ト対応、 適切なデフロスト（霜取り）
、 入出庫方法の効率化等により、
電気使用量削減に取り組んでいます。 また冷凍機に関しても、 2014
年ごろより順次、 高効率 ・ 省エネルギー型設備等への更新を実施して
おり、 今後も計画的に更新すべく検討しております。 引き続き、 ソフト ・
ハード双方から省エネ化を目指していきます。

13

LED 交換後
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LED 照明は発熱温度が低いことから、 庫内温度への影響が
低減され、 庫内冷却効率向上、 冷凍機負荷軽減等、 消
費電力低減に繋がりました。 また、 これまで使用していたメタル
ハライドランプと異なり、 スイッチを ON すると即点灯する事から、
これまで作業性を考慮して行っていなかった 「こまめな消灯」 が
可能となり省エネ活動に繋がっています。

さらに、 照度が増した事で視界が良好となり、 荷札が読みやすく
なる、 暗所が減り荷役作業が行いやすい等、 より安全で効率の
良い作業が行えるようになり、 電気使用量削減による環境負荷
の低減効果だけでなく、 従業員の疲労感やストレス、 作業負荷
軽減効果も得られました。
今後も環境 ・ 従業員への配慮を念頭に取り組んで行きます。
札幌支店 物流冷蔵課課長
對馬 祐司

冷凍機が冷やし込む（主に運転する）時間

14

トップメッセージ

TOREI の
サステナビリティ

20 年度目標
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化石由来の CO₂排出量削減の取組

フロン由来の CO₂排出量削減の取組

2020 年度実績
化石燃料使用量（原油換算）のうち、 約 8 割が TFL の運送事業

2020 年度実績
化石燃料使用量（原油換算）

で使用している超低温トラックの燃料です。 TFL では配送の効率化
等の取組を実施していますが、 日本全国へ水産物を運ぶべく、 燃料
使用量自体の大幅削減には至っていない状況です。 2020 年度の化
石燃料全体の実績として、 前年度比 100.6% と微増となりました。
一方、 事業所や加工場で使用している化石燃料に関しては、 前年

1,786 kL
(2019 年度 )

1,797

冷媒としてフロン類が充填されている業務用の機器（第一種特定製

kL

(2020 年度 )

いの蓄積や突発的な機器の故障 ・ 経年劣化による破損等、 様々
な 要 因 で フ ロ ン が 漏 え い し て し ま う 場 合 が あ り ま す。 そ の 結 果、
TOREI では 2020 年度の漏えい量が 1,000 t-CO2 を超過した為
（6,165 t-CO2）、 フロン排出抑制法に基づく 「算定漏えい量報告」
を行いました。 引き続き、 機器の定期的な点検 ・ 漏えい発覚時の

5,560 t

6,391

t

(2020 年度 )

(2019 年度 )

適切な修理を実施し、 漏えい量削減に努めていきます。

配送の効率化
TFL では、 超低温トラックで輸送を行うことで、 高品質な水産物を全国各地にお届けしています。 輸送の際には、 環境への配慮を心がけており、
様々な取組を実施しています。
取組例

TOREI

フロン漏えい量（CO₂換算）

品）においては、 定期的な点検では見つけられなかった微小な漏え

度比で 3.2% 削減しています。

●全国 TOREI 事業所での冷凍機電源設備設置
事業所内待機時には、 超低温トラックの冷凍機を電気で稼働
することにより、 軽油使用量を削減しています。

データ

●モーダルシフト
TOREI の福岡支店等、 遠距離に位置する事業所への配送に
おいては、 フェリーを活用しています。 福岡支店への配送におい
ては、 トラックの走行距離を約 7 分の 1 程度に抑えています。

冷凍機の管理体制
TOREI グループの中でも最大規模の超低温冷蔵庫を保有する清水

しています。 年 1 ～ 2 回は各事業所の冷凍機管理状況を確認し、

地区においては、 TFL 工務課が日常的な管理を実施しています。 専

メンテナンスや日常管理に関するアドバイス等を実施しています。

門知識を有する TFL 工務課が日常管理を行うことで、 フロン漏えい

各事業所では、 冷凍冷蔵設備関連の管理責任者を選任。 冷凍

の防止 ・ 早期対応、 適切な機器運用による省エネ運転の推進が可

機の能力によって必要に応じて高圧ガス保安法に定められる国家資

能となっています。 その他にも、 各事業所の超低温冷蔵庫の管理運

格保有者を配置しています。

用に関する技術指導も行っており、 常に事業所担当者と情報を共有

冷媒漏えい防止の取組

●デジタルタコグラフの利用
運行記録をグラフ化することにより 「一定速度運行」 ・ 「急発進 ・
急停止の回避」 を推進しています。

Speed

●運行シフトの効率化
荷積時刻、 荷卸時刻を効率よく設定することでアイドリング時間
を短縮しています。 一部ルートでは、 12 時間程度アイドリング時
間を短縮し、 25 L 程軽油使用量を削減しました。

Time

冷媒漏えい防止の取組として、 フロン排出抑制法に基づく定期的な

国内でもフロン類の生産体制 ・ 輸入体制が刻々と変化しています。

点検を実施しているほか、 機器廃棄時にも登録業者によるフロン回

根幹事業となる超低温冷蔵庫の維持には、 機器そのものを自然冷

収が確実に行われたことを確認しています。

媒使用機器に更新するほか、 「現在使用している機器から冷媒を漏

TOREI 及び TFL が所有する第一種特定製品のうち、 機器内に保有

えいさせず、 今ある冷媒を長く使用するための管理体制強化」 が非

するフロン類の量で考えると、 超低温冷蔵庫 ・ 生産ラインの冷凍機

常に重要な課題となります。 その取組の一つとして、 冷媒漏えい時

で多くを占めています。

のリスクが高いと判断された作業については、 TFL 工務課の立ち合い

近年、 法規制の強化に加え国際的な規制が段階的に進んでいく中、

を義務付ける等の対策を講じています。

担当者の声

冷凍機のスペシャリストと呼ばれるために

社有車の利用
業務での移動には、 公共交通機関の活用を推進しています。 必要

エ コドライブで地球に 優しく、 安 全 運 転 を
- 車の運転は自分を映す鏡 -

に応じて営業活動等に社有車を使用しますが、 社有車はハイブリッド
車や低燃費車を優先的に選択しています。 また、 社有車を運転す

車間距離に ゆとりを

る社員に対しては 「安全運転講習会」 を受講させ、 安全運転はも

加速 ・ 減速の 少な い 運転

減速時は早めに
アクセルを離 す

TFL 物流冷蔵部 工務課課長
小林 久晃

私は入社当初から 20 年以上、 冷凍機のメンテ
ナンス業務に携わっております。
「冷凍機は手入れしなくても勝手に動いているから
大丈夫」 と思われがちですが、 日々 365 日点
検を実施し、 運転データの管理 ・ 機械の状況 ・
雪の蓄積等、 異常を早期発見することで未然に
冷媒漏れ事故を防いだり、 電気使用量の削減

に努めております。 時に超低温での作業や機械
まわりの高温作業は体力的にも精神的にも負担
が大きい環境下でもありますが、 代わりのいない
特殊業務を任されている事に誇りを持ち、 これか
らも地球環境に配慮した取組を行う企業の一員
として、 少しでも温室効果ガスの削減に貢献して
いきたいと思います。

ちろん、 エコドライブを実施するよう教育し、 社有車内や事業所の駐
車場 ・ トラックヤードには、 アイドリングやエコドライブに関する啓蒙
POP を掲示しています。

15

は、 Fun to Share に賛同しています。

社有車で使用しているハイブリット車

社有車用 POP
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活動内容
環境負荷の低減

20 年度目標

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

自然冷媒冷凍機への更新

水資源使用量削減の取組

超低温冷蔵庫冷凍機の自然冷媒への転換を中長期目標として掲げ

2020 年度実績

ています。 自然冷媒とは、 元来自然界に存在する物質を冷媒として
使用したもので、空気・二酸化炭素・アンモニア（NH₃）等をいいます。

冷凍マグロの解凍や加工場の清掃など、 様々な場面で水資源を利

フロン等の冷媒と比較して、 冷媒漏えい時のオゾン層破壊や温室効

気を冷媒に使用した高効率の自然冷媒冷凍機です。

しました。 その主な原因として、 東京支社で超低温冷蔵庫を譲り受
横浜工場で導入している NewTon

大阪支店で導入している PascalAir

引き続き冷凍機の更新時には、 自然冷媒もしくは低 GWP 冷媒を

けたことにより、 クーリングタワーでの使用量が増加したことが挙げられま
す。 加工場では節水ノズルの設置や手洗い場の自動センサー化、 高
圧洗浄機の導入等で、 衛生管理レベルを落とさず、 節水が図れる

使用した機器への転換を積極的に進めていきます。

Pick
up!

ような取組を推進しています。

議定書の規制対象となり、 国際的に段階的な削減が

特徴を持ち、 冷媒に最適な物質として発明され、 1960

進んでいく事となっています。

年代以降、 先進国を中心に様々な用途に使用されてき

フロンを使用している冷凍機の更新を進め、 機器使用時

ました。

のフロン漏えいを防止することは、 持続可能な社会の実

フロンは CFC ・ HCFC ・ HFC の３種類に分けられ、 特定

現にむけて重要な取組の一つであると認識しています。

して国際的な規制が行われており、 全廃が決定していま

なり、 多くの水資源を使用していました。 福岡支店では、 新たに節
水型バルブを装着したことで、 水がバブル状に放水され、 従来に比べ
洗浄作業中の水使用量の削減に成功しました。

節水型ノズルが設置されたライン

オゾン層

紙資源使用量削減の取組

有害紫外線等

温室効果ガス

2020 年度実績

赤外線

紙資源のほとんどは、 伝票や発注書の出力、 会議資料の印刷など

措置を実施する国際的な取り決め）のキガリ改正で、

事務所で使用されています。 2020 年度の実績では、 前年度比で
93.1% と大幅に削減しました。 特に新型コロナウイルスの影響もあり、

冷凍機の仕組み

営業活動で発生する帳票類が多く削減されたほか、 試験的在宅勤
務の導入やワークフロー化など働き方改革の推進に伴い削減できた部

冷凍機の中では、 冷媒が主に 3 つの段階に変化しなが

①圧縮機を用いて冷媒（気体）を圧縮します。 圧力が
上昇すると温度も上がります。

高温 ・ 低圧のガス

冷媒の温度が更に下がります。 冷媒の温度が最も下
がったこのタイミングで、 冷やしたい物質（空気等）と

(2019 年度 )

の使用量削減を推進していきます。

冷媒
暖かい
空気
低温 ・ 低圧のガス

流水等

48,587

kg

(2020 年度 )

冷えた
空気

化学物質適正管理の取組
加工場、 冷凍機、 排水処理設備等、 事業所には化学物質を使

す。 さらに、 PRTR 法及び毒劇法の対象となる製品については、 化

用する設備が複数あります。 化学物質を購入する際には、 SDS（安

学物質の一覧とは別に、 毎月の購入量と使用量を記録し在庫の管

低温 ・ 高圧のガス

全データシート：Safety Data Sheet）の取り付けを義務付け、 SDS

理を行っています。 化学物質保管の際は、 各種法規制に則った保

冷媒の温度

に基づき、 事業所ごとに使用している化学物質の一覧を作成していま

管体制を構築しています。

膨張弁

接触させます。 冷やしたい物質から熱を奪った冷媒は
液体から気体に状態変化し、 もう一度①の工程に入

52,165 kg

調達システム等、 ペーパレスツールを導入 ・ 活用することで、 紙資源

高温 ・ 高圧のガス

圧縮機

冷媒は気体から液体に状態が変化します。 この工程を
③②の冷媒（液体）の圧力を下げる（膨張させる）と、

紙使用量

分もあります（詳細は→P31）。 今後も、 電子捺印システムや電子

②水等を用いて①の冷媒（気体）の温度を下げると、
凝縮といいます。

洗浄時の様子

オゾンホール

ル議定書（オゾン層を破壊する物質の廃絶に向けた規制

ることができます。

(2019 年度 )

わけ冷凍マグロの洗浄時には衛生面から常時水道を使い続けることに

す。 また、 代替フロンと呼ばれる HFC は、 オゾン層破壊

ら循環することで、 冷蔵庫の中の空気等の物質を冷却す

(2020 年度 )

凍マグロの解凍や洗浄、 不可食部の除去作業などがあります。 とり

フロンと呼ばれる CFC 及び HCFC はオゾン層破壊物質と

荷が非常に大きいガスです。 HFC についても、 モントリオー

m³

マグロの切り落としやマグロのたたきの製造過程では、 加工された冷

フロンは、 1928 年に不燃性 ・ 人体への毒性がない等の

温室効果があることがわかっており、 漏えい時の環境負

286,030 m³

297,788

節水型ノズルの導入

フロンが環境に与える影響

物質ではないものの、 二酸化炭素の数百倍～数千倍の

水使用量

用しています。 2020 年度の実績では、 前年度比で 104.1% と増加

果 等 の 環 境 負 荷 が 非 常 に 少 な い（ま た は な い）の が 特 徴 で す。
2016 年度に導入した NewTon は CO2 ・ NH3 を、 PascalAir は空

データ

低

高

ります。
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サステナビリティ

トップメッセージ

活動内容
環境負荷の低減

20 年度目標

20 年度見直し

2020 年度実績
廃棄物排出量

1,462

処理設備から排出される汚泥となっています。 法令等で規定された
排水基準を遵守するべく、 多くの事業所で排水処理設備が設置さ
れており、 加工場等からの排出水の処理に伴い発生しています。
また、 事業所から発生するプラスチック類の排出量も全体の約 2 割を
占めており、 脱プラスチックに向けて今後の課題となっています。 2020
年度の実績は前年度比で 113.0% と大幅な増加となりました。

データ

エコスペック商品

廃棄物排出量削減の取組

様々な過程で発生する廃棄物のうち、 重量ベースで約 50% が排水

ガバナンス ・ リスク管理

1,294 t

t

(2020 年度 )

2019 年 9 月より協力会社でのカツオタタキ製造方法を一新しました。

購入する商品をプラスチック袋を使用しないエコスペック商品に変更し

これまでは、 焼成加工後、 塩化カルシウム凍結を行っていたため、

ていただいています。

溶液が製品に触れないよう、 カツオタタキ一節ずつを耐性が強いプラ

現在流通しているほとんどの製品は、 プラスチック袋に入っていますが、

スチック袋に入れていました。 現在は、 最新鋭の急速凍結トンネル

水産業界でこの製造方法でのカツオタタキ大量生産が可能なのは

フリーザーの導入により、 製品に溶液が付着することがなくなり、 袋に

TOREI の協力工場のみです。 さらに多くのお客様にエコスペック商品

入れずに凍結することが可能になりました。

についてご理解いただけるよう、 「カツオタタキ 1 パックの購入でレジ

これにより、 ゴミとなっていたプラスチック袋の使用を大幅に削減できた

袋 1 枚分の削減に繋がります」 をキャッチコピーに、 営業活動にまい

ほ か、 袋 に 入 れ る 手 間 や 出 す 手 間、 捨 て る 手 間 も 削 減 で き、

進しています。

SDGs に対応した商品が実現しました。 現時点で多くのお客様に、

(2019 年度 )

発泡スチロールの再資源化
発泡スチロールは再資源化できる資材であり、 これまで多くの事業所

発泡スチロールをインゴット化する際

では使用済発泡スチロールを売却していました。 しかし、 2018 年度

には、 臭気等が発生する可能性

より中国が廃プラスチックの輸入を禁止したことにより、 日本国内で

がありますが、 事前に臭気等の影

も発泡スチロールを再生資源として買い取る業者が減少、 現在はや

響を確認し、 周囲の環境に配慮し

むなく産業廃棄物として処理を委託している事業所が増えています。 こ

ています。 また、 労働安全上の懸

のような状況の中、 大阪支店では、 自社事業所内での発泡スチロー

念事項は事前に確認し、 再資源

ル再資源化を開始しました。 具体的には、 発泡スチロールを溶かし

化に関するマニュアルを整備したうえ

容積を減らしたインゴットにする減容機を導入しました。 生産したイン

で、 安全にインゴット化を実施して

ゴットは、再生資源として売却しています。 また、これまで発泡スチロー

います。

従来の製品

ルの保管に多大な場所を要していましたが、 減容機の導入により保
管場所の削減にも成功しました。

発泡スチロール減容機

減容前の発泡スチロール

減容後のインゴット

FSC 段ボールの導入
近年、 海洋プラスチック問題による廃棄プラスチック問題が深刻化し

ます。

ており、 紙ストローや紙製容器への転換に取り組む企業も増えていま

寒冷地に位置する札幌支店では、 他の事業所に比べ段ボール資材

す。 一方で、 TOREI のような冷凍生鮮食品を取扱う企業にとって、

を多く使用しています。 そこで、 2021 年度より使用している段ボール

保温能力が高く、 丈夫で加工しやすい発泡スチロールに代わる有用

資材を FSC 認証を受けた段ボール資材に切替えることにしました。

な資材が見つからないのも課題の一つです。

FSC 認証とは、 持続可能な森林活用や保全を目的とした 「適切な

TOREI では、 プラスチック包装を使用しない独自のエコスペック商品

森林管理」 を認証する国際的な認証制度です。 TOREI が直接認

や東京支社で独自に開発した新資材の活用 ・ 普及（詳細は→

証を取得しているわけではありませんが、 環境に配慮された資材を選

P34）など、 脱プラスチックに向けた取組を始めています。 また、 新

択することで、 地球環境の保全に貢献しています。

エコスペック商品

担当者の声

冷凍カツオタタキの生産流通時に使用するプラスチック袋不使用 「エコスペック」 の挑戦
2019 年に協力会社がカツオタタキ工場を新築することからこの
挑戦がスタートしました。 通常、 冷凍カツオタタキは、 生産流
通の都合から 1 節ずつプラスチック製の袋に入っています。 そう
した中、 協力会社側から新工場建設にあたり作業軽減策とし
てプラスチック袋に入れない新しい生産方法の採用の申し入れ
がありました。 冷凍カツオタタキはプラスチック袋に入っているのが
常識という固定概念があり、 当初は、 袋に入っていないカツオ
タタキがお客様に受け入れて頂けるのか？と不安ではありました
が、 この挑戦は環境問題（プラスチックゴミ削減、 CO₂排出
量削減）に貢献出来ると考え商品開発にあたりました。
販売当初は、 お客様からこれまでと違う商品のため解凍方法や

商品化までのオペレーションでご相談を頂き、 お客様と担当営業
と我々商品部と一緒に新しいオペレーションの構築にあたるなど苦
労もありました。 お客様から袋のゴミも減り、 袋を破く手間も減っ
たと感謝の声を頂き、 エコスペック化によってお客様、 協力会社、
弊社が WIN３の関係となりました。
販売初年度は、 製品で約 260 t を販売、 プラスチックゴミ約８ t
削減からスタートしましたが、 年々多くのお客様からご支持を頂け
るようになり、 今年度は、 製品約 1,800 t を販売、 プラスチック
ゴミ約 60 t 削減を計画しています。 これからもこの取り組みが拡
大出来るように努力して参ります。
営業第二部 営業課課長
篠田 周治

資材の開発以外にも、 環境にやさしい資材の使用にも取り組んでい
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TOREI の
サステナビリティ

活動内容
資源の有効活用

20 年度目標

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

資源の有効活用
食品廃棄物等が発生する原因

基本的な考え方
世界の人口増加や経済規模の拡大等を背景に、 世界的に食料不足が顕在化しており、 将来的にはより深刻な危機に直面する可能
性があります。
水産資源の原料生産から製品販売までの全てのステージに関わる食品企業として、 フードチェーンにおける食品廃棄物等の削減と食料資

食品廃棄物等の 99.7% は加工過程で出る残さいです。 残り 0.3%

なるべき事項を定めた省令」 等に基づき定めた社内ルールに則り対応

は、 流通過程において発生したもので、 廃棄要因については右のグ

しています。

ラフに示したとおり、 1 度に廃棄する量が多い 「自主検査違反」 「検

源をはじめとする資源の有効活用を推進します。

疫違反」 で全体の 80% 以上を占めています。
加工過程等、 自社工場で廃棄が発生した場合には、 既に包装さ
れている場合でも原則分別の上、 残さいとして排出し再生利用するこ

食品廃棄物等発生量発生状況
水産物を加工すると、 頭や骨、 皮などの食することのできない部位

ととしています。 しかし、 流通過程において廃棄物が発生した場合、

食品廃棄物等発生量

が残さいとして発生し、 食品リサイクル法の 「食品廃棄物等」 に該
当します。 日々残さいの削減を試みていますが、 近年は取引先の希
望により、加工度の高い製品（マグロのたたき、寿司ネタ、マグロ柵等）
の取扱いが増えてきています。 このような取引先の需要の変化により、
これまでと同じ量のマグロを加工している場合でも、 残さい発生量が
増加し、 残さいを含む食品廃棄物等発生量が増加している傾向にあ
ります。

容器包装と分別して排出することが難しい等の理由により、 多くのケー

10,558.0

スでそのまま焼却処理となっています。 焼却処理をなるべく少なくする

t

(2020 年度 )

9,715.6 t

関する基本方針」 では、 業種別に再生利用等実施率が設定されて

取り組んでいきます。

おり、 TOREI や TFL が該当する食品製造業の基準実施率は 95％
食品廃棄物等発生量と食品循環資源の再生利用等実施率

業 者 ご と に 設 定 さ れ た 2020 年 度 の 基 準 実 施 率 に つ い て は、

6,564 t

TOREI

（99.6%）

TOREI と TFL が実施している再生利用の取組のうち、 残さいのコラー

生じた食品廃棄物の多くはやむなく焼却処理しているため、 食品循
環資源の再生利用等実施率は目標値の 100％に達していません。

なお、 容器包装と一体となった商品を廃棄する際には、 不正流通

自主検査違反

検疫違反

その他

※TOREI 単体

食品ロスの削減

に取り組むことにより、 基準実施率の 100％に少しでも近づけるよう

循環資源の再生利用等実施率に含まれません。 また、 流通過程で

す。

資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準と

(2019 年度 )

食品リサイクル法に基づく 「食品循環資源の再生利用等の促進に

ゲン等化成品への再生利用は、 食品リサイクル法の定義上、 食品

となっていても再生利用可能な業者への排出を優先的に選択していま

を防止するため、 廃棄物処理法や食品リサイクル法、 「食品循環

食品循環資源の再生利用等実施率の達成率

TOREI ・ TFL 共に 「100％」 でした。

22.0 t

ため、 メタン化による再生を実施している業者や、 容器包装と一体

食品廃棄物等の再生利用状況

となっています。 また、 前年度までの再生利用等の状況に応じて事

加工残さい以外の食品廃棄物等の発生要因

日本では年間約 2,531 万トンの食品廃棄物等が発生し、 このうち本

され、 国としての基本方針が定められました。

来食べられるにも関わらず廃棄されている食品（食品ロス）は約 600

自社工場で加工しているマグロ等については、 厳しく歩留まりを管理

万トンと推定されています 。 TOREI 及び TFL での加工過程において、

しているほか、 「鋸検定」 を導入し、 現場作業員の技術向上及び

マグロの皮 ・ 骨 ・ 内臓等の食することができない部分を取り除く際に、

加工基準の一律化による歩留まり改善に取り組んでいます。 しかし、

やむを得ず可食部となる身の一部を一緒に削ることが多くあります。 こ

歩留まりは魚体の状態や生産する製品によって左右されるものである

の一緒に削ってしまっている身の一部は食品ロスにあたります。

ため、 目指すべき歩留まりの指標を定めていくことも今後の課題です。

食品ロスの削減については、 SDGs のターゲットでも言及されており、

※我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値（平成 30 年度）の公表に
ついて（環境省）

※

日本国内でも 2019 年度に 「食品ロス削減推進法」 が新たに施行

3,994 t

TFL

（99.7%）

0

2000
飼料化

4000

油脂 ・ 油脂製品

6000

（t）

肥料化

コラーゲン

メタン化

廃棄

引き続き、 再生利用の推進だけでなく、 食品廃棄物等の発生抑制

Pick
up!

歩留まりとは？
歩留まりとは、 製造業等において、 「原料の投入量に対
して得られる製品の量の比率」 のことです。 TOREI や
TFL の自社工場では、 主にマグロを加工していますが、

残さいの再生利用

魚体を加工する際には、 内臓や骨、 皮など食することの
できない部位を取り除かなければなりません。 TOREI や

TOREI 及び TFL は、 食品関連事業者として、 マグロ加工における

TFL における歩留まりとは 「加工前の魚体の重量」 と 「販

加工

歩留まり向上や加工過程で発生する残さいの有効活用などによって、

売する商品の重量」 の比を指します。

食品廃棄物等の発生抑制に取り組んでいます。
自社工場で発生した残さいについては 100% 再生利用しており、 例
えば、 マグロの皮を他の残さいと分別回収し、 コラーゲンを抽出、 自

歩留まりを向上させるためには、 加工の際に食することの
できる部位をできる限り削らないことが重要です。

残さい
FISH OIL

社製品として販売しています。 その他、 残さいから抽出された魚油の
一部は、 自社のマグロ加工品に活用しています。

÷

COLL

AGEN

再利用

マグロには、 コラーゲンの他にも DHA をはじめとする有用な成分が含
まれていることが確認されており、 それらを抽出する事等による新たな
活用法についても検証を進めています。
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TOREI の
サステナビリティ

活動内容
持続可能な水産資源

20 年度目標

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

持続可能な
水産資源の利用と調達の実現
基本的な考え方
世界的にエシカル消費意識が向上し、 漁業 ・ 養殖分野においては持続可能な水産物が求められている中、 日本国内においても持続
可能な商品の調達 ・ 販売を求める機運が高まっています。
安心安全な水産資源の安定的な供給は、 企業活動の根幹であると認識しており、 サステナブルな方法で生産された原料の調達を行い、
過剰漁業や IUU 漁業を排除することで、 持続可能な形での調達の実現を目指します。

世界の水産資源 ・ 漁業の状況

CoC 認証の取得
TOREI は、 2016 年に ASC 及び MSC 認証の CoC（Chain of

に認証のロゴをつけ販売することはできず、 サプライチェーンに関わる全

Custody）認証を取得、 以来、 認証品の取扱いを開始してきました。

ての事業者が認証を取得することで初めて、 「認証品」 として消費者

CoC 認証とは、 TOREI のような加工流通過程の管理に対する認証

の皆様に商品をお届けすることができます。

で、 漁獲 ・ 養殖段階で認証を取得している水産物が加工 ・ 流通段

今後も、 取引先の皆様とも協働しながら、 認証水産物を日本全国

階で非認証物と混在しないよう、 認証水産物が適切に管理されてい

に根付かせていきたいと考えており、取扱いを増加させていく方針です。

ることを示すものです。 ASC 及び MSC 認証の場合、 漁獲 ・ 養殖か

※小売り店で加工をしない場合は CoC 認証は不要

ら最終消費者向け最終包装が施される時点までのサプライチェーン内
において、 全ての事業者※が CoC 認証を取得していなければ、 商品

世界の水産資源の状況

サプライチェーン上で必要な MSC/ASC 認証と CoC 認証

世界の水産資源の状況は、 需要の増大と乱獲や違法な漁獲により、
悪化しつつあります。 2015 年時点で、 持続可能なレベルで漁獲さ
れている状態の資源の割合は減少傾向にあり、 67% まで低下。 一
方、 過剰に漁獲されている資源は 33％まで増加しており、 世界の
資源のうち、 「獲りすぎ」 もしくは 「これ以上生産量を増やせない」
資源を合わせると、 全体の 93％を占めています※1。 また、 2018 年
3 月には国連の科学者組織である 「生物多様性及び生態系サービス
に関する政府間科学政策プラットホーム（IPBES）」 がアジア ・ 太平
洋地域に関する報告書※2 を発表しました。 報告書では、 持続可能
でない漁獲がこのまま継続された場合には、 2048 年までに漁獲可能
な水産資源は枯渇すると予測されており、 現在の水産業のあり方に
対して警告を発しています。

ASC/MSC
認証

世界の水産資源の状況
（％）
100
80

適正 or 未利用状態の資源
（資源量が適正レベルよりも多い）

60

適正利用状態の資源
（資源量は適正レベルで、 生産量増大の余地がない）

40
20
0
1974

1978

1982

1986

1990

漁業 ・ 養殖場

流通

加工 ・ 保管

本業におけるサステナビリティ追求の観点としても、 認証品を取り扱

1994

うことは、 TOREI が事業で直接的に貢献できる重要な取組と捉え

1998

2002

2006

ており、 SDGs 中長期目標にも認証品の取扱拡大を掲げています。
評価を実施しています。
2020 年度は取引先からの要望の増加等を受けて、 前年度の実績

TOREI では従来より、IUU（Illegal（違法）, Unreported（無報告）

産業が抱えるリスクを指摘している一方、 資源管理や水産物のトレー

and Unregulated（無規制））漁業等により生産 ・ 漁獲された水

サビリティ確保、その開示が進んだ場合には、リスクが減少し事業にとっ

産物の取扱いは行わないよう取引先のチェックや管理を行ってきました

てプラスの影響が出る可能性があるとしています。

が、 今以上に世界の水産資源の状況が悪化し、 持続性が確保さ

欧米に比べ、 日本では未だにサステナブルであるかを商品選択の基

れないことは、 事業継続の根幹に関わる重大な問題です。

準にするといった考えが定着しておりません。 また、 消費者の皆様

日本の水産物には海外からの注目も集まっており、 2019 年 9 月に

がそういった商品を選択しようと思っても、 選択できる商品が少ないと

はイギリスの非営利金融シンクタンクである 「プラネット ・ トラッカー」

いう状況にあります。

が日本の水産業の評価結果※を発表しました。 報告書では日本の水

※ 参考文献 : Perfect Storm - Profits at Risk in the Japanese Seafood Industry

TOREI の取組
認証品の取扱い方針
水産物認証スキームの基準に基づいた商品である認証品は漁業や養

よる審査の結果、 FAO（国際連合食糧農業機関）が発行した国

殖業の持続可能性が担保されていることが証明がされています。 しか

際的な基準である 「責任のある漁業のための行動規範（Code of

し、 世界には様々な水産物の 「認証」 が乱立し、 認証条件や基

Conduct for Responsible Fisheries）」 と 「水産物エコラベルのガ

準も様々です。 個々の認証の条件等が異なるため、 TOREI ではこ

イドライン（Ecolabelling Guidelines）」 に適合していると認められた

れらの認証のうち GSSI (Global Sustainable Seafood Initiative) に

認証の商品を 「認証品」 として取り扱う方針にしています。

消費者

認証品取扱量

2019 年度からは四半期ごとに実績の確認と目標達成状況の定量

違法漁業問題

小売り

認証品取扱い状況

過剰利用状態の資源
（資源量が適正レベルよりも少ない）

出所：令和元年年度 水産白書 P156（一部改編）

※1 参考文献：令和元年年度 水産白書 P156
※2 参考文献：Regional Assessment Report on Biodiversity and
Ecosystem Services for Asia and the Pacific P25
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ASC/MSC
CoC 認証

を大きく上回る量の認証品を取扱いました。 TOREI の現状をしっか
りと認識し、 今後も持続的な資源を調達し続けていきます。

408.7 t

1,095.5

t

(2020 年度 )

(2019 年度 )

サプライチェーン調査
水産物の漁獲に関してだけでなく、 人権 ・ 労働問題、 環境問題に

「取り扱っている水産物のリスク」 等の指標に基づき、 調査対象と判

ついての取組 ・ 対応状況に関する設問を盛り込んだ調達先に対する

断されたサプライヤー（マグロ 22 社・エビ 19 社）に対して実施しました。

サプライチェーン調査を TOREI の親会社である MC が毎年実施してい
ます。 TOREI のサプライヤーを含め、「取引規模」「サプライヤー所属国」

Pick
up!

世界初の MSC 大西洋クロマグロ
東洋冷蔵創業以来の取引先である株式会社臼福本店は

現時点で大西洋クロマグロの MSC 認証を取得している漁

世界で初めて大西洋クロマグロで MSC 認証を取得しまし

業者は株式会社臼福本店とフランスの漁業協同組合

た。大西洋アイルランド沖で漁獲された大西洋クロマグロを、

SATHOAN のみです。 日本国内で流通するほぼ全ての

CoC 認証を取得している TOREI で保管 ・ 加工し、 2019

MSC 認証大西洋クロマグロは株式会社臼福本店が漁獲

年 10 月に第一水産株式会社を通じて豊洲市場に卸され

したもので、そのほとんどを TOREI で取扱っています（一部、

ました。

株式会社臼福本店が独自で販売しています）。
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TOREI の
サステナビリティ

活動内容
特集：世界から調達する認証品

20 年度目標

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

特集：世界から調達する認証品
TOREI が取り扱っている認証品に付与されている認証の種類

MSC 認 証 は、 海 洋 管 理 協 議 会（Marine

MSC-C-55520

ASC 認 証 は、 水 産 養 殖 管 理 協 議 会

MEL 認証は、 一般財団法人マリン ・ エコラベ

BAP（Best Aquaculture Practices）認証は、

Stewaredship Council）が運営している国際認証制

（Aquaculture Stewaredship Council）が 運 営 し て

ル ・ ジ ャ パ ン 協 議 会（Marine Eco-Label Japan

世 界 水 産 物 連 盟（Global Seafood Alliance；

度で、 「天然の水産物」 が対象であり、 水産資源と

いる国際認証制度で、 「養殖によって生産される水産

Council）が運営する国際認証制度で、 水産資

GSA）が運営する国際認証制度で、 養殖水産物

環境に配慮し適切に管理された、 持続可能な漁業に

物」 が対象であり、 環境に負担をかけず、 地域社

源の持続的利用、 環境や生態系の保全に配慮し

のふ化場、 飼料工場、 養殖場、 加工工場を対

対するエコラベルです。 MSC 認証は世界で初めて設

会にも配慮している養殖水産物に対するエコラベルで

た管理を行っている生産者やそのような生産者から

象に、その全ての段階において環境や社会的責任、

立された水産物の認証制度であり、 1998 年より運

※

す。 現在は、 12 種類 の水産物の養殖に対して認

の水産物を加工 ・ 流通している事業者に対するエ

動物福祉、 食品安全が確保されたことを示すエコ

用を開始し、 現在では世界の天然魚の総漁獲量のう

証基準を制定しています。

コラベルです。 FAO が 2005 年 3 月にローマで採択

ラベルです。 BAP 認証は、 4 つのサプライチェーンご

ち 15％※が MSC 認証を取得しています。

※https://jp.asc-aqua.org/what-we-do/asc-standard-scheme/

した水産エコラベルのガイドラインに沿った仕組みと

とに認証し、 その組み合わせに応じて取得している

なっており、2019 年 12 月に GSSI より承認を受け、

認証の数を 「星」 で示す認証制度となっています。

※MSC 年次報告書 2019 年度

ASC-C-01350

国際的な認証となりました。

アトランティックサーモン
同じ MC グループの Cermaq グループで生産されており、 当社は、
SDGs の 「14. 海の豊かさを守ろう」 項目の代表会社として国連に招
致された経験を持ち、 世界的にも持続可能な水産物の供給に積極
的に取り組んでいることが認められている企業の１つです。

ASC 認証商品

調理例

ベビーホタテ

マグロ類

主要産地である青森県陸奥湾のうち、 唯一 MEL 認証を取得してい

MSC 認証を取得している漁業者によって、 漁場や漁獲時期に合わ

る株式会社山神で生産され、 通常陸奥湾産ほたては生産（漁師）
・

せて世界中から高品質なマグロ類を調達しています。 調達した認証マ

加工（メーカー）で分かれているところを、 当社では一貫管理されて

グロ類は、 CoC 認証を取得している一部の自社加工場等にて、 消

います。

費者向け商品まで加工しています。

バナメイエビ
ベトナム最大のエビ生産者 THONG THUAN グループで生産されてお
り、 当社では自ら採卵 ・ 孵化 ・ 養殖を行い、 自社の工場で最終
製品まで製造可能なフルインテグレーション機能を有しており、 環境に
配慮された製品を生産しています。

MEL 認証商品

パンガシウス

調理例

MSC 認証商品

調理例

世界最大のパンガシウス生産者 VINH HOAN グループで生産されて
おり、 当社では養殖から加工までの一貫生産機能を有しており、
BAP 認証で星 「4」 の認証を取得しているほか、 ASC 認証など複
数の認証を取得しているため、 「安心 ・ 安全」 が担保された製品が
生産されています。

ASC 認証商品

担当者の声

100 年後も食べられる魚、 パンガシウス

調理例

営業第五部 営業第一課
遠山 夏穂
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※このページに掲載されている内容は取り扱いがある認証品のうち、 主要なものであり、
すべての魚種 ・ 認証品が掲載されている情報と一致するものではありません。

BAP 認証 ・ ASC 認証商品

調理例

パンガシウスという魚をご存知でしょうか。 パンガシ
ウスはベトナムのメコン川近くの淡水池で完全養
殖され、 世界中に輸出されている安価な魚です。
日本では主に 「白身魚」 の名前で販売されてい
るため、 2016 年に配属された当時は国内での
知名度が高くありませんでしたが、 昨今の環境
意識の高まりと共に、 安価なだけではなく環境に
優しい魚として注目が集まっています。
現在は量販店向けの販売が中心ですが、 BAP

認証や ASC 認証を取得していることもあり、 サス
テナブルな水産物を使用したい外食 ・ 中食業界
から興味を持って頂ける機会が増えました。 認証
品の安定供給により、 これまで取り扱いのなかっ
た業界に普及することを目指しています。
これからもパンガシウスの販売を拡大していくこと
で、 SDGs で掲げている目標の達成に貢献してい
きたいです。
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TOREI の
サステナビリティ

活動内容
魅力ある職場づくり

20 年度目標

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

魅力ある職場づくり
ダイバーシティの推進

基本的な考え方
少子高齢化による労働人口減少に伴いグローバル人材が増加するなど劇的な社会の変化が進む中で、 国籍や性別、 年齢、 障がい
の有無によらない働きやすい職場作りと多様な人材の育成 ・ 登用が求められています。
継続的に企業価値を高め、 社会的要請に応えていくための原動力は 「人」 であるの考えのもと、 女性活躍推進や社員教育を推進す

障がい者雇用

ることにより、 従業員一人一人の成長を促すことで、 多様な人材が活躍できるような仕組みを構築し、 会社としての成長につなげます。

日を 110 日から 115 日に増やしました（年度途中に変更したため、
2020 年度の年間休日は職種により変動）
。
勤怠管理システムを導入した 2018 年度以降、 TOREI の労働時間
及び残業時間は毎年減少傾向にあります。 今後も、 よりワークライフ
バランスの取れた職場環境の実現を目指していきます。

しています。 継続的な障がい者

と定めています。

2020 年度も引き続き特別支
援学校よりインターンシップ生の

（%）
110

95
90

2018

2019

2020

目標値
3.0％

3

2.58%

て、 インターン生の適正に合わ
せた業務の切り出しが実施さ

残業時間

100

（％）

ターン生を受け入れることによっ

労働時間

105

障がい者雇用率の推移

受け入れを実施しました。 イン

労働時間 ・ 残業時間（2018 年度比）

時間外労働（以下、 残業時間。）を削減すべく、 全事業所で週

び対策を部署ごとに報告しています。 また、 2020 年度には年間休

ている以上の障がい者雇用率を目指し、 2030 年度の目標を 3.0%

援学校との連携をとりはじめ、

労働時間の削減

会では、 月間 45 時間を超える残業となった従業員数とその原因及

障がい者を採用することを目指

度より全国の事業所で特別支

ワークライフバランス

をするよう呼びかけを行っています。 毎月開催している安全衛生委員

年 3 月に 2.3% まで引き上げられました。 TOREI では法令に定められ

採用を実現するため、 2019 年

働き方改革

1 日以上 「NO 残業 DAY」 を設定し、 該当日には原則定時退社

TOREI では、 毎年 1 名以上の

本社で受入れたインターシップ生

97.9%
93.2%
※TOREI 単体

2.5

れ、 TOREI としても実際に障が

2.2%

い者の方々にどのようなお仕事をお任せできるのかという学びを得られ

2.27%

ています。 2020 年度は全国 2 事業所で 2 名のインターン生を受け入
れ、 そのうち、 1 名を 2021 年度 4 月に雇用しました。 2020 年度
以降も特別支援学校との連携を継続していく予定です。

2

2018

2019

2020

2021

2030

実績値
法定雇用率（2021 年度以降上昇の可能性あり）
※TOREI 単体

なお、 障害者雇用率制度に基づく障がい者の法定雇用率は 2021

再雇用制度

「くるみん」 認定の取得
厚生労働省東京労働局より次世代育

TOREI での活動の主軸としています。 2019 年度からは、 「社員が能

成支援対策推進法に基づく基準に適

力を発揮し、 ワークライフバランスの取れた雇用環境の整備」 と 「近

合したとして認定を受けた企業には、 子

い将来マネジメントを担う階層の女性比率向上」 にむけ、 それぞれの

育てサポート企業として次世代認定マー

行動計画を策定しました。

ク 「くるみん」 を使用することができます。

また、 女性が仕事で活躍するためには、 男性が家庭で活躍すること

TOREI でも、 産前産後休業 ・ 育児休

が必要不可欠であるという考え方のもと、 男性の育児休業取得を促

業を取得予定もしくは取得中の社員へ

進するため、 TOREI では 2018 年度より育児休業のうち最大 5 日間

のフォローや相談窓口の設置、 有給休

を有給休暇扱い（年次有給休暇には含まない）としています。 男性

暇の取得促進、 男性の育児休業推進など施策を実施した結果、 く

職員の育児休業取得は増加したものの、 多くの男性職員は 5 日以

るみん認定を受けています。

内に職場復帰する傾向にあります。 今後は、 この状況を改善できる

また、 次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画及び

ように社内への周知や制度の変更を検討しています。

女性活躍推進法における一般事業主行動計画も策定しており、

ストレスチェック
労働安全衛生法に基づき、 1 年に 1 回全従業員を対象にストレス

対策しています。 2020 年度の回答率は 75.4％でした（TOREI 単体）。

チェックを実施しています。 従業員にストレスチェックの意義や目的を理

2017 年度 9 月時点での全国平均回答

解してもらった上で積極的に回答いただけるよう、 安全衛生委員会

率は 78% となっており、 全国平均をわ

等でストレスチェックを議題とした啓蒙 ・ 教育を実施しています。 ストレ

ずかに下回る結果となりました。

60 歳の定年後も引き続き就業を希望される従業員については、 定

験業務等を勘案し、 人員配置することで、 定年後も経験を有効に

年退職後再雇用制度に基づき、 原則として全員を 65 歳まで再雇

生かせる業務に従事していただき、 年齢に関わらず活躍できる職場

用することとしています。 再雇用時には、 本人の適正やそれまでの経

環境を目指しています。

Pick
up!

札幌支店での地域独自認証の取得
TOREI では地域の独自認証の取得も推進しています。

ステップ 3 の企業として 「先進取

2020 年には、 札幌市が 「仕事と子育ての両立」 を支

組 企 業」 に 認 証 さ れ て い ま す。

援するために従来のワークライフバランス認証制度に女性

先進取組企業は労働関係法令

活躍に関する要素を追加し創設した 「札幌市ワーク ・ ラ

の最低基準を上回る制度の制定

イフ ・ バランス plus」 に TOREI の札幌支店が認証されま

等、 より先進的な取り組みを実

した。 札幌支店は、 認証ステップの中で最も進んでいる

施している企業となっています。

スチェックの結果があまりよくない従業員については、 産業医等との面
談を推奨し、 継続的に過度なストレスがかかる状況を回避できるよう
ストレスチェック調査票
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TOREI の
サステナビリティ

20 年度目標

活動内容
魅力ある職場づくり

女性活躍推進チーム

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

意見箱

2016 年度に結成した男女 ・ 部署 ・ 職種を問わないメンバーで形成さ

ショップをオンラインで開催する等の工夫をしながら、 職場環境をより

2019 年 7 月に業務改革やコンプライアンスに関する従業員からの意

いました。

れる 「女性活躍推進チーム」 の活動も 2020 年度には第 4 期を迎え

よくするため取組みについて議論しました。

見を広く聴取する手段の 1 つとして、 全事業所に 「意見箱」 を設

寄せられた全ての意見について、 社長をはじ

ました。 新型コロナウイルスの影響もあり、 第 4 期は 9 月からと例年

第 4 期は 「女性総合職のキャリア」 「男性の家事 ・ 育児参画」 「従

置しました。 2019 年度に引き続き、 2020 年度も意見箱には多くの

めとする限られた者が内容を検討し、 対応が

より遅れての活動スタートとなりました。 これまでと同様に活動メンバー

業員のキャリア ・ スキルアップ、 モチベーションアップ」 の 3 つのテーマに

意見が寄せられ全社で合計 24 件の投稿がありました。 新型コロナウ

必要と判断された場合には、 担当部署が対

を公募し、 「男女 ・ 年齢問わず社員がそれぞれの能力を発揮し、 仕

基づき議論を重ね、 年間の最終活動回には、 それまでの検討に基

イルスの影響もあり、 2020 年度の投稿内容のうち 15 件が感染対策

応を実施しました。 個人情報を含まない開示

事と生活の調和を図りながら意欲的に業務を遂行できる職場環境」

づき、 経営あてに提案を行いました。

の充実等を含む職場環境の改善を求めるものとなっていました。 その

可能な意見については、 その内容と対応状

他 9 件については、 コンプライアンスや業務改革に関する内容となって

況を開示し、 意見箱の透明性を保っています。

を実現するために活動を継続しました。 女性活躍推進チームのワーク
担当者の声

労働安全衛生に関する取組

「思い」 を育てる～男女問わず能力が発揮できる職場へ～

総務人事部 人事課
栗島 早紀
（女活メンバーの写真）

2016 年 1 期からメンバー、 2 期からは事務局と
して、 中と外からジョカツ（女性活躍推進チーム）
に関わってきました。 有志のメンバーから発信され
た、 ボトムアップの意見は東冷の働き方を大きく
変えました（短時間勤務制度の改定等）。 もち
ろんボツになった提案も多くありますが、 私は 「種
を蒔くことができた」 と思っています。 働き方改革
や、 今後さらに進む少子高齢化、 夫婦共働き
世帯の増加と、 社会は目まぐるしく変化していま

すが、 東冷の事業を保ちつつも自分たちのペース
とやり方で 「芽を出す」 ことを、 信じて活動を続
けていきたいと思っています。 様々なバックボーン
を持つ人達の多様な意見は 「誰もが能力を発
揮できる職場」 の実現に近づくと信じています。
今後はオンラインをさらに活用し、 全国の従業員
の皆さんの協力を得て 「たくさんの種を蒔くこと」
を目指していきます！

労働災害等の発生状況
食料品製造業は、 製造業全体と比較して、 労働災害が発生しや

単独接触事故をはじめとする事故が毎年度発生しています。 2020

すい傾向にあります。 TOREI の事業である水産物の加工においては、

年度はコロナ禍のため社有車の利用機会が減少し、 社有車事故の

「転倒」 と 「はさまれ ・ 巻き込まれ」 による事故が発生する労働災

件数が少なくなっていますが、 引き続き事故件数の削減に努めます。

害の約半数を占めています 。

※参照 : 食品産業の安全な職場づくりハンドブック P34（農林水産省）

※

TOREI で加工している水産物の多くは冷凍マグロです。 冷凍マグロは
とても硬く ・ 重量も重いため、 加工作業の際には危険が伴います。
設備への保護装置の設置や危険箇所の周知、 作業手順のマニュア
ルの作成、 従業員教育の実施等により、 作業に伴う労働災害発

組織の改善

生リスクの軽減に努めていますが、 毎年数十件ほど発生しているのが
現状です。 労働災害が発生した際には、 都度、 設備やマニュアル
の改善等による再発防止に取組み、 安全衛生委員会で全社に発

人材育成

生状況や原因、 再発防止策の共有を実施しています。

会社経営にとって最も重要な資産は 「人」 であるという考えに基づき、

ロナウイルスの影響もあり、 多くの研修がオンラインで開催となり例年

移動手段としては、 公共交通機関の利用を推進していますが、 場

各階層 ・ 役職に応じた研修プログラムを実施し、 人材の育成に力を

通りの対応とはなりませんでしたが、 目標達成に向けて努力を続けて

合によっては営業活動に社有車を使用することがあります。 社有車の

入れています。 SDGs の取組の 1 つとして、 教育研修時間の中長

います。

運転については、 社内ルールを設け事故防止に努めてはいるものの、

期的な数値目標を設定し、 KPI の達成に向けて改善を試みています。

また、 業務上取得が望ましい資格等の取得を促したり、 自己啓発

新入社員や昇格時の研修等は従来より実施していましたが、 2018

の一環として指定した通信教育の受講費を半額補助する制度等によ

年度からは、 特にこれまで研修の機会が少なかった中堅社員や現場

り、 従業員ひとりひとりのスキルアップを支援しています。

の技能職社員への研修機会を増やしています。 2020 年度は新型コ

労働災害（原因別）及び社有車事故発生件数

53 件

2018 年度

67 件

2019 年度

54 件

2020 年度
0
労働災害（

20
加工

入出庫

40
水揚げ

60 （件）

その他 ） 社有車事故
※TOREI 単体

安全衛生委員会
全事業所で毎月 1 回定期に 「安全衛生委員会」 を開催しています。
労働安全衛生（労災情報、 感染症情報、 時間外労働情報等）

組織風土調査

29

本社に設置された意見箱

のほか、 環境負荷実績及び環境活動の状況や環境上の課題等に

これまで、 従業員の業務に対する姿勢や会社に対する満足度等を

ライアンス関連部分についての設問から構成される 「コンプライアンスモ

調査するための 「社内意識調査」 とコンプライアンス ・ 会社方針の

ニタリング調査」 を実施しています。

理解 ・ 浸透度を調査するための 「コンプライアンス浸透度調査」 を

調査の結果は、 全従業員に対してフィードバックし、 TOREI グループ

実施してきました。 2019 年度にこれらの調査を 「組織風土調査」 と

の強みや、 不足している部分を全社で共有しています。 また、 調査

して統合。 以降は、 2 年に 1 回実施することを決めました。 2020

の結果から判明した職場環境等の改善点は積極的に変えていき従

年度及び組織風土調査を実施しない年は、 組織風土調査のコンプ

業員満足度の向上を図っています。

ついての報告も実施しています。
一部事業所では 2020 年度より毎月定めたテーマについて対策を議論
しています。 テーマは季節等を鑑み決定しており、 「食中毒対策」 「防
災対策」 「ストレスチェック」 等多岐にわたります。
安全衛生委員会で共有した情報は委員会の出席者が各自所属部
署に周知し、 全従業員に情報がいきわたるようにしています。

本社安全衛生委員会の様子
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トップメッセージ

TOREI の
サステナビリティ

活動内容
経済生産性の向上 / 社会貢献活動

20 年度目標

経済生産性の向上

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

社会貢献活動
2021 年度は清水地区にて複数回にわたり小学校の社会科見学を受け入れまし

基本的な考え方
2018 年に働き方改革を推進するための法律整備が進む一方で、 冷凍マグロ加工場は低温下での危険を伴う重労働のため作業者への
身体的負担が大きく、 担い手の不足という課題を抱えています。
IoT 技術や AI 等の技術革新が一層進むことが予想される中、 活用可能な技術は積極的に導入することで、 加工場における省人化 ・
省力化により安全な労働環境を整備すると共に、 全社的な業務効率化を図ることで、 経済生産性 ・ 企業価値の向上を目指します。

た。 「クレ ーンに複数のマ グロ が釣り 下がっ ている 迫力のある 水揚げ 現場」 や
「-50℃以下の超低温冷凍庫内での濡れタオル振り回し実験」 等、 TOREI なら
ではの体験をしていただきました。
後日、 素敵なお礼のお手紙もいただき、 「超低温庫内の冷たさ」 や 「マグロ漁に
従事される方の日々の工夫」 に対する驚き等が感想として書かれていました。
このような活動を通じて、 少しでもマグロや TOREI グループの事業に興味を持って
いただけたらと思っています。 これからも、 マグロが皆さんの食卓に届くまでの裏側

業務改革

を伝える機会を大事にしていきます。

在宅勤務
従業員の半数以上が工場等の現場で勤務しており在宅での勤務が

より試験的に在宅勤務制度を開始し、 事務所に出社する人数を削

難しいため、 これまで在宅勤務制度の導入をしていませんでした。 し

減しています。 試験的在宅勤務制度の実用によって発生したメリット ・

かし、 2020 年度は新型コロナウイルスによる外出自粛が求められる

デメリットは部署での聴取やアンケート等で吸い上げ、 今後の在宅勤

中、在宅勤務制度の導入が急務となりました。 社外からでも社内ネッ

務制度化に向けた運用改善に取り組んでいます。

トワークに接続できる PC やシステムの導入等を経て、 2020 年 12 月

ワークフロー
社内イントラ上で申請や承認等のプロセスが完結できるワークフローの

ワークフローのイメージ図

開発を順次進めています。 2019 年度～ 2020 年度にかけては経費

旧方式

精算をワークフロー化しており、 コロナ禍で在宅勤務を試みる中、 出

✓

社しなくとも経費精算を実施できるようになりました。 これまでは PC
上の申請内容を印刷し別途作成した明細とともに承認のために回覧

印

していましたが、 現在は PC 上で申請 ・ 承認できるようになったため、

印

印

印

印
印

ほとんどの作業が PC 上で完結できるようになりました。 これにより、「書
類の回覧や修正依頼の手間の削減」 「申請内容の一部（計算ミス、

✓

定期区間の処理等）の自動化による確認作業の削減」 等が実現し
ています。

新方式

✓
✓

✓
✓
✓

社内の業務には、 まだまだ紙回覧 ・ 捺印承認が実施されている書
類があります。 これらについても重要度の高いものから順次ワークフロー
化を試みています。

申請者

承認者

総務課

経理部

機械化
冷凍マグロは硬く重量があり、 加工に使用する機器も大型で出力が

グロを四つ割りにする」 という作業を機械化すべく、 メーカーとともに機

高いものが多く加工作業には危険が伴うため、 毎年度数十件の労

器の開発に着手しています。 加工作業の一部を機械化することで、

働災害が発生しています（詳細は→P30）。

別の作業に人員を割くことができ、 生産効率の向上も期待できます。

そのため、現在、冷凍マグロ加工作業の中でも 「マグロの皮を剥く」 「マ

RPA
IoT や AI 等のデジタル技術が急速に進化している中、 TOREI では

更なる作業時間の短縮が期待されます。 2019 ～ 2020 年度にかけ

RPA（Robotic Process Automation）を 導 入 し ま し た。 RPA は

ては、 一部の取引先様との web 受注作業について、 RPA を構築

人間が PC 上で行っている定型業務を自動化するシステムのことで、

しました。 これにより、 受注時間を削減できたほか、 社員の業務改

決まった手順の繰返し作業や大量のデータを扱う作業を得意としてい

革に対しての意識改革にも繋がりました。

ます。 また、 ロボットが作業するため、 人為的ミスが軽減されることで、
31
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TOREI の
サステナビリティ

トップメッセージ

活動内容
特集：東京 SDGs 委員会

20 年度目標

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

特集：東京支社 SDGs 委員会
2020 年度より、 東京支社では SDGs 取組推進に向け、 独自に

月 1 回定期に、 支社長 ・ 副支社長を含めた SDGs 委員会で活動

SDGs 委員会を発足しました。 本委員会は全社で特定した 5 つのマ

報告することになっています。 活動は東京支社内で完結するもののみ

テリアリティの内、 東京支社でのリスクとチャンスを整理したうえで、 4

ならず、 他部署やグループ会社、 取引先等多くのステークホルダーと

つのテーマ 「SKU 削減」 「歩留まり改善」 「脱スチロール」 「スカスカ撲滅」

の協力が不可欠です。 複数の関係者が協働し、 シナジーを創出する

を特定。 それぞれのテーマごとに営業職員や現場職員を含めたメンバー

ことで、 取組の意義を高めています。

で構成されたチームで検討を行っています。 4 つのチームの活動成果は

4

/ 手順書を構築し、 内容の見える化を図る。
作業手順 / カット方法の個人差をなくすべく、 画像 / 動画を交

5

1

（支社長 ・ 副支社長）

3

2

歩留まり改善

SKU 削減
スカスカ撲滅

脱スチロール
取

東京支 社

引

先

シナジー創出

子会社

他

SKU 削減
目的
企業活動に多大な影響のある商品等すべての SKU を削減することで、 それぞれの有する環境負荷 / 労働負荷の改善を目指す。

活動内容
商品アイテムは実需数量を見極め、 一定量の需要がある商品へ
商品のみならず、 資材 / 副資材 / 寄託倉庫 / 運送業者等、

活動内容
資材の段ボール化を進めつつ、これまで物流過程（コールドチェーン）

新保冷包材の特徴

で発泡スチロールを使わざるを得なかったものを、 発泡スチロールの

従来の保冷素材の 3 倍以上の厚さの保冷

3 倍の保温効果を有する定温物流資材（ネオシールド保冷シート）

素材を使用。 その結果、 周年を通して外

で解決するべく、 各取引先へ導入してもらうよう活動する。

気温に左右されない商品温度を実現。

「脱プラスチック」 を促進するべく、 まずは新資材の導入に伴う価

利便性

格 UP を前提とせずに、 新資材への切替え交渉するなど、 商品

現行オペレーションからの切替が簡単

営業活動に同行 ・ 普及を目指す。

機能性
環境配慮

スカスカ撲滅
商品 B

商品 C

目的

SKU とは？

環境活動や経済活動のエネルギー負荷及びコスト負荷となっている商品やインフラにおける“空気部分にかかる負荷”の総見直しの活動を行う。

SKU（Stock Keeping Unit）とは、 在庫管理する上で

活動内容

の最小単位を指します。 TOREI では全国の取引先の要

元々マグロの原料サイズにブレ幅があり梱包資材が多岐にわたって

望に合わせ、 魚種（キハダマグロ、 メバチマグロ、 本マグ

いるが、 規格やカット方法の融通性を持たせ、 梱包資材に合わ

ロなど）や部位（背、腹、尾など）、規格（ロイン、ブロック、

せた加工を積極的に実行していく。

サクなど）別に多種多様な商品を取り揃えています。 一

同商品規格であっても、 加工場によって使用している梱包資材サ

つ一つの商品に対し社内コードを付与し在庫管理している

で、 業務効率の向上を目指しています。

主要梱包材である発泡スチロールを段ボールに変えることで、 環境問題とコストに寄与する活動をする。

繰り返し使用が可能

商品 A

め、 アイテムの集約や全事業所統一コードを付与すること

脱スチロール

密閉度が高く、 冷気が逃げない

全てに対し適正 ・ 効率化を図る。

ため、 全事業所合わせると膨大な量になります。 そのた

えた勉強会や朝礼確認を定期継続実施し、 定着を目指す。

廃盤

需要

の集約を目指す。

②

目的
部署

スカスカ撲滅

マグロカットの手順書
①

全社 5 つのマテリアリティ

事務局

（管理課長 ・ エコ委員）

脱スチロール

全社 SDGs に関わる食品廃棄物等発生量の削減に貢献し、 加工事業における収益向上も目指す。

歩留まり改善には口頭による注意喚起指示ではなく、 カット方法

取組効果イメージ図

委員長 ・ 副委員長

歩留まり改善

目的

活動内容

組織体制

SKU 削減

歩留まり改善

イズが異なるため、 全事業所で梱包資材サイズの統一を目指す。
商品 A

商品 B

商品 C

（コード：1132-001） （コード：1132-002） （コード：1132-013）

バスケット / パレットに合わせた資材サイズを検討し、 資材スカスカ
以外にも、 マテハンでのスカスカも撲滅するべく保管最適まで検討
する。
従来の資材サイズ（スカスカな状態）

33

適切な資材サイズ（敷詰められた状態）
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TOREI の
サステナビリティ

トップメッセージ

20 年度目標

活動内容

20 年度見直し

2020 年度の活動見直し

ガバナンス ・ リスク管理

2021 年度の環境経営目標 ・ 計画

2020 年度の活動見直し

2021 年度環境経営目標 ・ 計画

代表者による 2020 年度の活動全体の評価と見直し

定量目標

環境経営全体の取組状況及びその効果について、 毎年度代表者による総合的な評価 ・ 見直し、 指示を行っています。 2020 年度の評価 ・

2021 年度定量目標から一部目標項目を変更しました。 2020 年度

も低く、 年変動が大きくなることが想定されるため、 単年度目標から

見直しは下記の表の通りです。 なお、本評価と見直しの結果に基づく 2021 年度の環境活動における指示事項については P36 に記載しています。

より特定荷主に指定されたことを受け、 物流トン ・ キロ目標を新たに

は削除し、 中長期目標のみで評価することにしました。 2021 年度の

策定しました。 但し、 現在の集計方法は、 物流の効率化の取組が

環境経営目標は、 下記のとおりです。 なお、 全社目標を達成する

集計結果に反映されないために、 数値目標は定めず、 定性的な目

ために各部署が自部署の定量目標を設定し、 その目標達成のため

標としました。 また、 フロン漏えい量目標については、 突発的な事由

の計画を立てています。

見直し対象項目
大分類

問題の是正状況
取組状況の確認︑

小分類

活動及び情報の内容

エコアクション 21 における
評価 ・ 是正処置

緊急事態事案発生時の対応の妥当性に関する検証及び緊急時に
使用する備品の管理方法について指摘があった。

－

CSR 環境担当役員のトップダウンのもと、 各組織においてはエコ委
員が中心となり環境活動や取組を推進した。
2020 年度活動にむけて指示を受けた事項については、 全て実施し
たが、 一部コロナ禍による監査方法の変更等により実施できなかった
事項については、 2021 年度以降の活動にも継続 ・ 発展して取り組
むこととした。

達成状況
︵数値目標︶
環境経営目標

中長期目標

単年度目標

達成状況
︵定性目標︶
環境経営目標

－

苦情や要望
外部からの環境に関する
環境関連法規の遵守状況

内部監査の
結果 ・ 是正処置

外部からの
苦情等に対する処置

紙資源使用量以外の項目について目標未達。 特に、 CO₂排出量
（総量）、 電気使用量及びフロン漏洩量（CO₂換算）は東京支社
で冷凍機を譲り受けた影響が大きく、 目標値を大きく上回る結果と
なった。

定性目標のうち、 「2020 年度活動にむけた指示事項」 の取組結
果は 「代表者による全体の評価と見直し ・ 指示（2020 年度）」
の通り。
SDGs に関連する個別の取組目標等については、 大凡予定通りに
進捗。

環境経営 環境経営 環境経営
実施体制
方針
目標
計画

否

否

否

要

否

要

要

状況等
事業をとりまく

環境関連事故に
対する処置

経営における
課題とチャンスの変化

コロナ禍により事業をとりまく状況は変化したものの、 経営における課
題とチャンスは大きく変わらなかった。
従来より取り組んでいたテレワーク等については、 コロナ禍により必要
性の認識が高まり、 導入スケジュールを前倒して 2020 年度に実施し
た。

総量比

6％削減

中長期目標
総量比

12％削減

電気使用量

総量比 5％削減
原単位比 5％削減

原単位比 8％削減

水使用量

総量比 ±0％削減
原単位比 ±0％削減

総量比

5％削減

総量比

10％削減

紙資源使用量

総量比

2％削減

否

項目

2021 年度目標

中長期目標

食品循環資源の再生利用等実施率

99.5%

全量資源化

食品廃棄物等発生量

原単位比 1％削減

原単位比 5％削減

廃棄物排出量

総量比

1％削減

総量比

5％削減

化学物質使用量

適正管理

適正管理

物流トン ・ キロ

配送の効率化

配送の効率化

事務用品のグリーン購入率

70％

70％

フロン漏えい量（CO₂換算）

－

総量比

30％削減

代表者の指示事項と取組結果
2020 年度の活動に基づく 2021 年度の活動についての代表者による指示事項は、 環境経営目標（定性目標）として、 達成するための取組
計画（環境経営計画）を策定しました。 2021 年度の目標及び取組計画は下記のとおりです。
否

否

環境関連の事故はなかったが、 冷蔵設備関連の事故は、 機器不
具合による冷却不良 ・ 冷媒漏洩等、 5 件発生し、 うち 2 件を高
圧ガス保安法に基づく事故として行政あて報告した。 高圧ガス保安
法に基づく事故については、 再発防止策を実施済み。

2021 年度目標

CO₂排出量（エネルギー）

要

要

否

コロナ禍の影響で内部監査は書面での実施になり、 今年度は自己
評価となった。 ただし、 18 年度 ・ 19 年度の内部監査指摘事項の
うち、 今年度対応完了の有無を確認すべきものについては改善報告
書により状況を確認、 対応までのフォローアップを実施した（2021 年
2 月時点で 7 割改善済）。
外部からの苦情はなかった。

による変動量が大きいほか、 漏えい防止取組と漏えい量との相関性
項目

否

否

否

否

否

要

否

中長期目標の見直し
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データ

代表者による指示事項

取組計画

環境ガイド改正にて、 環境事故及び冷蔵事故に関わる社内報告
フォーマット（別表）に事故発生後に実施した対応の妥当性について
の検証欄を追加。
事故及び緊急時マニュアルの策定対象を明確化し、 緊急事態発生
時に使用する備品の管理について追加。

ガイド及び社内報告フォーマット（別表）の改正は、 2020 年度ガイド改正時に実
施する。 2021 年度は社内報告フォーマット（別表）回覧時に、 フォーマットが最新
であるかを確認し、 最新でない場合には最新フォーマット記載事項を網羅するよう内
容確認する。 2021 年 7 月中に内部監査にて、 事故及び緊急時マニュアルの作
成状況を確認する。

中長期目標の基準年度である 2016 年と比較し、 環境経営目標に
影響を与える大きな事業内容の変更があったこと等により、 中長期
目標を見直す。

2021 年度環境経営目標 ・ 計画策定の際に、 中長期目標の見直しを実施する。

単年度の数値目標は、 2020 年度実績を踏まえ、 中長期目標の
達成を念頭に設定。

2021 年度の単年度数値目標は、 2020 年度の実績及び新たに策定した中長期
目標の達成を念頭に設定する。

2021 年度以降の環境経営目標（定性目標）は、 「2. 見直し及び
その他の事項に関する 2021 年度活動にむけた指示事項」 とし、
SDGs の個別取組及びそれらに関わる目標については、 環境経営目
標とはせず、 別途達成に向けて取り組む。

2021 年度環境経営目標 ・ 計画策定の際に、 中長期目標の見直しを実施する。

改善を完了すべき内部監査指摘事項について、 引き続き改善完了
までのフォローを継続。

2021 年 7 月中に内部監査を実施し、 2020 年度自己監査評価の妥当性を含め
て確認する。

トップダウンによる推進力強化の為、 SDGs の取組体制を全面的に
見直す。

マテリアリティごとの作業部会を解体し、 CSR が全社取組を主導する体制に 2021
年度から変更する。

SDGs の活動における中長期目標を策定する。

2021 年 5 月中に、 関係部署と協議の上、 SDGs の活動における中長期目標を
策定。2021 年度中に中長期目標達成及びサステナブル経営推進のためのロードマッ
プの策定を進める。

2016 年度より、 中長期目標の達成年度を 2021 年度に設定し活

データと現在の収集データを同じロジックで集計比較することが難しく

SDGs に関わる職種別の教育資料を作成し、 配布する。

2021 年 9 月中に 「事務所・加工場・物流」 に分けた教育資料を作成、配布する。

動してきました。 しかしながら、 目標策定した 2017 年度時点では想

なった項目もあります。

定していなかった事業所の閉鎖、 東京支社の冷凍機譲り受け等によ

そのため、 2016 年度を基準年とする現在の中長期目標を維持 ・ 継

環境 DB のシステムについて、 RPA の活用により、 社内システムを活
用した形での構築が可能かを検討する。

2021 年 6 月中に、 自社での環境 DB 構築可能性を検討し、 可能な場合には、
2022 年度からの運用開始を目指す。

り、 事業活動に大幅な変更が生じました。 また、 2019 年度に導入

続することは不適当と考え、 2021 年度をもって新たに 2020 年度を

した廃棄物一元管理システムによる集計方法の変更により、 基準年

基準年、 2025 年度を達成年度とした中長期目標を設定しました。

第一種特定製品からのフロン回収及び機器廃棄の際、 充填されて
いたフロン類の処理方法として再生指定を実施するべきか検討する。

2021 年 5 月中に、 取引先等より再生指定の有用性を聴取。 有用な場合には、
現状の再生 / 破壊状況を把握するために、各場所より情報収集した上で、社内ルー
ルで再生指定の実施を定める。
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トップメッセージ

20 年度目標

活動内容

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

ガバナンス ・ リスクマネジメント
環境マネジメント体制

コーポレート ・ ガバナンス

実施体制

ガバナンス推進体制
コーポレートガバナンス体制

TOREI では健全な企業体制の構築 ・ 維持のためのガバナンス体制を
構築しています。 会計については、 外部監査法人による会計監査は
もちろん、 内部統制監査部による内部監査も実施しています。 尚、

株主総会

右図には記載していませんが、 経営支援組織 ・ 職能組織に所属す

取締役会

る部署による業務監査も定期的に実施し、 現状の把握と継続的な

内部統制監査部

監査役協議会

代表取締役社長

各部門担当役員

会計監査法人
監査

各部門 / グループ会社

コンプライアンス推進体制
組織体制

TOREI グループ

CSR 環境担当役員

ナンス体制を構築しています。 また、 「事業にとって重大な課題」 に

CSR ・ 環境推進室

ついては、 担当部署が中心となり、 別途マネジメント体制を整えてい

部署長 ・ 事業所長

ます。 そのうちのひとつとして、 環境マネジメント体制についても、 右

エコ委員

図に示した体制を構築し、 PDCA サイクルを回すことで継続的な改善

管理責任者

推進しています。 社内でコンプライアンス違反事例が発生した際には、

顧問弁護士

必要に応じて従業員にフィードバックを行

環境への取組の方針は 「環境経営方針」 にて策定しています。 「環

めの基準が決められています。 「環境ガイド」 は環境実務基準を遵

境規程」 では、 環境経営方針実現のためのスキームを定めています。

守するためのマニュアルです。 法令の改正等が行われた場合には、

「環境実務基準」 は、 環境規程に則り体制 ・ 設備等を管理するた

必要に応じて企画部 CSR ・ 環境推進室が各文書を改正しています。

リスクマネジメント

TOREI

監査役協議会
コンプライアンス
会議

CCO

コンプライアンス事務局

い、 再発防止に努めています。
ま た、 2021 年 2 月 に は 従 業 員 に
「TOREI グループの経営理念」 「役職員
行動規範」 「各種連絡窓口」 等が記

TOREI
コンプライアンスオフィサー

子会社
コンプライアンスオフィサー

所属長

所属長

社員

社員

載されている小冊子を配布、 携帯をお
願いし、 常日頃からコンプライアンスを
意識した行動につなげてもらっています。

CCO：チーフコンプライアンスオフィサー

報告 ・ 相談窓口
内部通報制度として、 従業員がコンプライアンス関連事案（法令や

す。 2021 年度にはさらに 「職場のほっとテレホン」 を開設しました。

行動規範違反等）について報告 ・ 相談できる窓口を複数設け、 全

職場のほっとテレホンは相談者の許可なく会社への報告が行われない

従業員に周知しています。 また、 窓口は社内のコンプライアンス担当

ため、 従業員が気軽に利用できる仕組みとなっています。

部署のほか、 社外弁護士あてに直接通報できるルートも確保していま
TOREI

コンプライアンス問題の報告 ・ 相談方法

TOREI コンプライアンスオフィサー
（所属長）

総務人事部
人事課

新入社員に対しては、 新人研修の中で企画部 CSR ・ 環境推進

管理職及びエコ委員に対し受験を

室が TOREI の環境への取組に係る講義を実施し、 活動への理解

推奨しており、 2020 年度も各部

を深めてもらっています。 新規採用の従業員に関しては各事業所に

署で合格率や合格者数について目

て担当者（エコ委員等）による入社時教育を義務付けています。

標を立てて取り組んだものの、 コロ

なお、 管理職やエコ委員、 管理責任者に対しては、 各階層 ・ 役

ナ禍の影響により検定の中止など

割に応じた教育を適宜実施しています。

があったため、 例年より少ない 7

また、 環境に係る基礎的な知識習得 ・ 環境教育のためのツールのひ

名が受験し、 全員が合格しました。

BCP
事業活動に対して多大な影響を与える事が想定

の実施体制（危機対策本部）等を整備することにより、 想定外の

される事態に対して BCP（Business Continuity

事態が発生した際にもスムーズに対応できると考え、 2019 年度から

Plan）を策定しています。 TOREI の BCP は 「事

2020 年度にかけて、 危機管理に関する社内規定を整備しました。

前に防災に努めることにより事業活動の早期復

社内規定では、 「自然災害」 「国際 ・ 政治問題」 「コンプライアン

旧と社会 ・ 経済への負のインパクトを軽減させる

ス違反 ・ 不祥事」 等、 様々な危機を想定しています。 なお、 危

活必需品供給企業としての社会的責任を果た

CCO

職場におけるハラスメント
専用相談窓口

意見箱

MC グループ
弁護士目安箱

エコ検定用の教材

とつとして、 エコ検定を活用しています。 2018 年度からは、 全社で

事業を継続し従業員の雇用を守ること」、 「生

総務人事部
人事課

コンプライアンス
事務局

環境教育

こと」、 「安全確保と人命の再優先を原則として

TOREI
取締役会（社長）
TOREI

報告

コンプライアンス体制図

TOREI
取締役会（社長）

社会から信頼される企業であり続けるための体制を整備し、 取組を

全従業員

文書体系

コンプライアンスは会社経営にとって最重要課題のひとつであり、 あら
ゆる企業活動の基盤であると考えています。 法令遵守はもとより、

代表取締役社長

価値の向上につながるものと認識し、 その実現を図ることができるガバ

を図っています。

経営会議

業況改善を試みています。

全社員に配布したポケットカード

指示

グループ経営理念に掲げる TOREI グループの目指す姿の実現が企業

機発生時には、 原則本社に危機対策本部を設置することとしていま
本社に設置されている
防災無線

すが、 本社が機能不全に陥った場合を想定し、 本社以外の事業
所についても代替危機対策本部として機能できるようにしています。

すこと」 を目的としています。

実際に危機が発生した際には、 電話やインターネット等の接続が難

緊急事態発生時の基本方針や危機管理の優先順位、 危機管理

しい可能性がある為、 各事業所には防災無線を設置しています。

職場のほっとテレホン

社員
CCO：チーフコンプライアンスオフィサー
独禁法 ・ 贈賄については MC グループ内部通報制度 LUKS も利用可能
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20 年度目標

活動内容

防災備蓄品

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

新型コロナウイルスに関して

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災以降、 この教訓を受

2019 年度末から今日にかけて、 依然世界中で新型コロナウイルスに

届けし続けるという使命を果たすため、 下記のような対応を実施しまし

けて全事業所に基本的な防災備蓄品を配備しています。 食料品や

よる感染拡大が収まっていない状況です。

た。 なお、 刻々と変わる状況に応じて対応するため、 記載している

飲料水は 3 日分を基本として、 事業所ごとに必要なものを選定し、

2020 年度は、 TOREI にとってもこれまで想定していなかった事態が相

対応の中には現在は実施していない取り組みもあります。 今後も、

事業所内で指定している避難場所等にて保管 ・ 管理しています。

次ぎ、 1 年を通して臨機応変な対応をしてきました。 従業員やその

状況を鑑みて適切な対応を実施するよう努めていきます。

防災備蓄品の保管場所については、 避難訓練等を通じて従業員に

家族の安全を守りながら、 皆様の食卓に安全 ・ 安心な水産物をお

周知し、 有事の際に使用できるようにしています。
本社で保管している防災備蓄品

新型コロナウイルスに対する対応例

災害時の安否確認
大規模災害（震度 5 以上の地震、 台風 ・ 水害等）発生時に、

を実施しています。 訓練の際には、 メールが配信された全従業員から

従業員の安否を素早く確認するために外部業者の安否確認サービス

返信があるまでフォローし、 全従業員が安否確認サービスの利用方法を

を導入しています。 安否確認サービスでは、 あらかじめ登録している従

理解している状態を保っています。 なお、 昨年度からはさらに安否確

業員の所在地付近で大規模災害が発生した際に、 自らの負傷状

認の返信速度 ・ 返信率の向上を図るべく、 会社で導入した LINE

況や家屋等の被害状況を確認するメールが自動配信されます。 なお、

WORKS のアカウントとの連携も推奨しています。

①

海外出張の全面自粛 / 不要不急の国内出張自粛

⑦

アルコールディスペンサーの増設

②

全従業員に対し、 時差出勤を推奨

⑧

緊急事態宣言発令地域での出社人数の削減

③

出勤手段変更の推奨

④

従業員への防災備蓄用マスク配布

⑨

休憩時間の分散

⑤

勤務中のマスク着用義務化

⑩

在宅勤務の試験導入

⑥

1 日 2 回の机等の二酸化塩素

⑪

事務所へのアクリルパーテーション導入

ガス溶存液によるふき取り清掃

⑫

一部事業所での体温計設置

（5 割目安）

実際に大規模災害が発生したときに備えて、 定期的に安否確認訓練

大阪支店に設置された体温計

想定される環境関連事故

内部監査及び法令遵守状況

冷蔵設備関連
超低温冷蔵庫での庫内作業には高い危険が伴います。 そこで、 物流

に出入りする際には防寒の観点はもちろん、 緊急時の対処を考え、

冷蔵作業員以外の冷蔵庫内への入室を原則禁止しています。 庫内

服装や携帯用品についての取り決めを行っており、 その内容を掲示等
で周知しています。
また、 想定される緊急事態に対処するためのマニュアルの策定、 そのマ
ニュアルに則った訓練を年に 1 回以上実施することを義務付けています。
実施している訓練は、「超低温冷蔵庫での庫内監禁」 「冷媒（フロン ・
アンモニア等）の漏えい」 「機械油の流出」 等を想定したものです。

2020 年度には、 実際に東京支社で冷媒漏えい事故が起きましたが、
保護具装着訓練の様子

庫内監禁脱出訓練の様子

マニュアルに則った連絡ルートで社内報告がなされ、 高圧ガス保安法
に則り適切に対応しました。

環境関連法規を遵守する為、 事業所毎に適用を受ける環境関連

の自己監査を実施しました。 2021 年度については、 内部監査の重

法令（条例）一覧を作成し、 毎年度見直しを行っています。

要性を鑑み、 政府から発令される緊急事態宣言及び各自治体から

また、 企画部 CSR ・ 環境推進室が全部署を対象に原則 1 年に 1

の要請等を考慮しながら、 可能な範囲で優先度の高い事業所から

回内部監査を実施し、 法令及び環境ガイドの遵守状況を確認、

順次訪問監査を実施しております。

必要に応じて改善指導を行っています。 内部監査の結果、 改善が
アップ監査を実施し、 次年度の内部監査時に改善状況を確認して
います。 さらに、 次年度の内部監査時に改善が確認できなかった指
導事項があった（2 年連続で同じ指導を受けた）場合には、 書面に
て改善までのフローを細かく計画し、 改善が実施されるまで企画部
CSR ・ 環境推進室にてフォローしています。
2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、 国内出張を自

その他環境関連
事業活動によって、 環境に悪影響を及ぼす可能性のある事故を事業

設備関連と同様に、 マニュアルに則った訓練を

所ごとに想定し、 事案発生時の対応についてマニュアル化しています。

1 年に 1 回以上実施することを義務付けてい

想定している事故の多くは主に排水処理設備に関わるもので、 「設備

ます。

遵守状況を確認している主な環境関連法規

必要となった項目については、 半年後を目安にした書面でのフォロー

粛していたため、 内部監査のための事業所訪問を取りやめ、 書面で

水質汚濁防止法

悪臭防止法

高圧ガス保安法

下水道法

省エネ法

フロン排出抑制法

浄化槽法

建築物省エネ法

PCB 特別措置法

大気汚染防止法

地球温暖化対策法

毒劇法

廃棄物処理法

食品リサイクル法

PRTR 法

騒音規制法

家電リサイクル法

振動規制法

容器包装リサイクル法

消防法
（危険物取扱に係る部分のみ）

外部からの苦情

からの汚泥流出」 「大雨による排水処理設備の氾濫」、 「処理に使
用している薬品の流出」 等があります。 これらの事態に関しても冷蔵

排水処理設備の
氾濫訓練の様子

環境に関わる取組や設備に関する外部からの苦情や要請は 「環境

様に迅速に報告が行われるよう体制を構築しています。

事故」 のひとつとして取扱うよう社内で規定しています。 万が一、 上

2020 年度には環境に関わる取組みや設備に関する外部からの苦情

記に該当する事態が発生した場合には、 環境関連の緊急事態と同

等はありませんでした。

事故が発生した場合
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上記の対策 ・ 訓練以外にも、 必要がある設備については日常的な点

生してしまうことがあります。 万が一環境事故が発生してしまった場合に

検や機器交換等の保守管理も徹底していますが、 それでも事故が発

備えて、 迅速に状況の報告が行われる体制を整えております。
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TOREI の
サステナビリティ

トップメッセージ

20 年度目標

活動内容

20 年度見直し

ガバナンス ・ リスク管理

データ

環境関連データ
マテリアリティ

区分

項目

16 年度

20 年度

単位

区分

項目

15 年度

16 年度

17 年度

18 年度

19 年度

23.3

22.7

25.8

北海道電力

0.000676

0.000640

0.000678

0.000656

0.000656

15.7

14.8

13.7

12.5

14.7

東北電力

0.000559

0.000548

0.000523

0.000528

0.000528

化石燃料（構内）

0.6

0.6

0.6

0.5

0.6

東京電力

0.000491

0.000474

0.000462

0.000455

0.000455

化石燃料（構外）

5.3

4.4

4.2

4.1

4.1

中部電力

0.000482

0.000480

0.000472

0.000452

0.000452

フロン漏えい

5.4

3.8

4.7

5.6

6.4

関西電力

0.000496

0.000493

0.000418

0.000334

0.000334

30.7

29.5

28.2

27.5

32.5

中国電力

0.000700

0.000694

0.000677

0.000636

0.000636

昼間

18.3

17.4

17.1

17.0

22.0

九州電力

0.000528

0.000483

0.000463

0.000347

0.000347

夜間

12.4

12.1

11.1

10.5

10.5

2,215.1

1,913.2

1,838.1

17,85.7

1,796.8

灯油

2.489

灯油

29.5

26.5

21.3

4.2

2.7

重油

2.710

重油

34.2

39.0

42.4

30.7

29.4

都市ガス

2.234

都市ガス

86.8

93.9

84.7

107.3

120.4

LP ガス

5.968

LP ガス

91.2

90.2

97.6

102.2

94.9

ガソリン

2.322

ガソリン

71.0

62.3

54.7

51.5

37.6

軽油

2.619

1,902.4

1,601.3

1,537.4

1,489.8

1,511.8

灯油

0.000942

649.0

909.3

862.1

779.4

2,341.6

重油

0.001004

85.0

90.0

0.0

0.0

285.0

都市ガス

0.001031

HCFC

251.8

606.4

583.0

460.0

1,904.7

LP ガス

0.002820

HFC

312.2

212.9

279.1

319.4

151.9

ガソリン

0.000861

317.0

305.7

284.3

286.1

297.8

軽油

0.000981

上水

169.2

168.3

152.5

121.7

133.7

工水

55.3

51.3

52.0

85.6

85.6

地下水

92.5

86.1

79.8

78.8

78.4

254.8

238.1

217.8

220.5

224.3

公共水域

114.2

100.6

94.9

92.8

91.7

下水道

140.6

137.5

122.9

127.7

132.5

52.4

50.8

51.0

52.2

48.6

コピー用紙

43.1

44.2

43.6

44.8

42.5

連続用紙

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

帳票

9.1

6.6

7.4

7.4

6.1

グリーン購入率

70.2

67.0

69.1

67.5

46.4

1,053.3

1,000.2

1,217.5

1,293.7

1,462.3

一般廃棄物

258.1

234.3

237.2

222.8

242.0

産業廃棄物

794.1

765.3

977.2

1061.1

1188.2

1.1

0.6

3.1

9.8

32.1

10,769.0

9,128.1

8,967.6

9,715.6

10,558.0

TOREI

5,978.0

5,884.1

5,720.1

6,033.1

6,564.3

TFL

4,791.0

3,244.0

3,247.5

3,682.5

3,993.7

408.7

1,095.5

CO2 排出量

合計
電気使用量

合計

化石燃料使用量

軽油
合計
フロン漏えい量

CFC

合計
水使用量

合計
排水量

合計
紙資源使用量

合計
廃棄物排出量

（食品廃棄物等を除く）

専ら物
合計

持続可能な水産資源の
利用と調達の実現

19 年度

23.7

電気

資源の有効活用

18 年度

26.9

合計

環境負荷の低減

17 年度

食品廃棄物等
発生量

認証品取扱量

※

-

-

-

千t

百万
kWh

CO2 排出係数

原油換算
kL

kg

原油換算係数

ENEOS

単位

t-CO2/kWh

0.000472
t-CO2/L

t-CO2/m3

t-CO2/L
kL/L

kL/m3

kL/L

千 m3

千 m3

t

%

t

t

t

※TOREI 単体
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