
環境方針と体制

「善の巡環」 他人の利益を図らずして自らの繁栄はない

企業は社会の重要な構成員であり、共存してこそ存続でき、その利点を分かち合うことにより、社会からその存在価値が認められる

―。YKK創業者の𠮷𠮷田忠雄は、事業を進めるにあたり、その点について最大の関心を払い、お互いに繁栄する道を考えました。事業

活動の中で発明や創意工夫をこらし、常に新しい価値を創造することによって事業の発展を図ることが、お得意様、お取引先の繁栄

につながり、社会貢献できると考えたのです。このような考え方を「善の巡環」と称し、常に事業活動の基本としてきました。私た

ちはこの考え方を受け継ぎ、YKK精神としています。

YKK精神

「更なるCORPORATE VALUEを求めて」

YKKグループが「善の巡環」の精神に基づく経営理念として掲げるのが「更なるCORPORATE VALUEを求めて」です。私たちはお

客様に喜ばれ、社会に評価され、社員が誇りと喜びを持って働ける会社でありたいと考えています。そのための手段として、商品、

技術、経営の質を高めていきます。そして、これらを実践するにあたって常に根底にあるのが「公正」であり、これをあらゆる経営

活動の基盤としています。

YKKは、更なるCORPORATE VALUE（企業価値）を求めて、7つの分野に新たなQUALITY（質）を追求します。

経営理念
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History

1990年、吉田商事を母体に、YKKグループにおける建材事業の

中核会社としてYKKアーキテクチュラルプロダクツ（略称 YKK 

AP）を設立。初代社長には𠮷𠮷田忠裕（現 相談役）が就き、大量

生産・大量消費のプロダクトアウトから、多様化する消費者

ニーズに応えるマーケットインへと体制を転換しました。2003

年にはYKK内の建材製造部門を統合し、YKKグループにおける

建材事業を完全一本化しました。海外での事業展開も進め、

YKK APという企業の体制を構築していきました。

「サッシメーカーから窓メーカーへの転換」を掲げ、ノックダ

ウン方式のサッシ供給事業から、完成品としての「窓」を供給

する窓メーカーとして舵を切りました。「日本の窓を良くした

い」という思想のもと窓事業ブランド「APW」を発表し、2007

年に米国で先行して発売した住宅用樹脂窓をベ ースに、2009年

樹脂窓「APW 330」を発売。日本全国に向けて樹脂窓の普及啓

発を進めました。2008年にはシンガポ ールにYKK AP FACADE

社を設立し、ファサード事業を本格展開させました。

2011年6月、堀 秀充が社長に就任。「メーカーに徹する」とい

う方針のもと、モノづくりにこだわり続けることを示しまし

た。窓事業をさらに推進するため、各地に窓の専用工場「窓工

場」をつくり、APWフォーラムの開催など普及啓発活動にも力

を入れました。窓に加えエクステリア商品やリフ ォーム・リノ

ベーション商品の拡充、ビル事業のエンジニアリング力強化を

図り、市場シェアを拡大していきました。多様化する社会課題

に応える事業・商品展開を進めることで、持続的成長を図って

います。
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環境方針と体制

トップメッセージ

YKK AP
代表取締役社長

SDGsの視点で未来を見据え
変革期を乗り越える

消費税増税、自然災害―。2019年度を振り返ると、建築業界に

影響を及ぼす出来事が多くありました。その中でも新型コロナウイ

ルスの感染拡大は、多くの方の健康や生命を脅かすとともに、世界

的な経済危機を引き起こしています。当社でも社員およびお取引

先、関係者の皆様の安全と安心を最優先に、感染拡大防止に取り組

んでいます。

こうした社会が大きく変わらざるを得ない出来事は、この先も必

ず起こります。私たちはそうした社会の変化に柔軟に対応し、生き

抜くことができるよう備える必要があります。そのために重要とな

るSDGsやESGを始めとするサステナブルな視点をもち、中長期の

事業継続、持続的成長に向けた取り組みを強化しています。

2020年度は第5次中期経営計画の最終年です。「高付加価値化と

需要創造によるAP事業の持続的成長」という事業方針を掲げ、窓

の高断熱化やエンジニアリング力強化に取り組み、ほぼ計画どおりに進んできていました。しかし、この新型コロナウイルス感染拡

大の影響を受け、市場が大きく冷え込み、事業にも大きな影響が予想されます。一方、家で過ごすことが多くなる中で、住まいにつ

いて考える方が増えるだろうと考えています。そういった方に対して、Webなどを通じてしっかりと情報発信をしていきます。

私たちのようなモノづくりを行うメーカーは、一人のヒーローでは成り立ちません。チームで価値をつくっていくものだからこ

そ、社員の活性化は必須だと考えます。そのためのキーワードは「外にブランド、内にプライド」。YKK APというコーポレートブ

ランドの価値を上げていくことが、社員のモチベーションを高める力になるでしょう。そしてブランドを高めるためには、社員がプ

ライドを持って働くことが必要です。社員がプライドを持って働ける会社でなければ、消費者に選んでいただくことはできませんか

ら。そしてこのプライドを持ってもらうためにも、SDGsの視点が重要になります。自分たちの仕事がどのように社会に貢献してい

るのかを理解し、誇りをもってほしいと考えています。

現在私たちの業界は「氷河期」ともいえる状況です。厳しい環境の中で、今こそ原点に立ち戻り、何をするべきかを考えるときに

きています。当社は2020年、創業30年を迎えました。この節目の年を、創業に込められた想いを完遂する一年にしたい。その一方で

この先のYKK APの姿を見据えながら、日々歩んでいきたいと考えています。

中長期の環境経営戦略

YKK APは1994年のYKKグループ環境宣⾔のもと、コンプライアンス順守を最優先に環境への取り組みを進めてきました。さら

に、2019年に策定した「YKKグループ環境ビジョン2050～人と自然の未来をひらく～」のもと、長期を見据えた環境政策を推進し

ています。

将来予想される環境制約の上で⼼豊かな暮らしのために今何をすべきか、これから何をすべきか考え、2050年のあるべき姿として

「事業活動におけるライフサイクル全体を通して“環境負荷ゼロ”を実現」を目指していきます。そのために2030年に向けて、ESG

の視点やSDGsのターゲット等を踏まえ、環境政策をさらに深化させながら持続可能な社会に向けた新しい価値を創造してまいりま

す。
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＜環境への取り組み経緯と2050年の目指す姿＞

＜YKK AP環境経営方針（2017年度～2020年度）＞

　家庭やオフィスのネットエネルギーゼロに向けて省エネ機能を高め、ライフサイクル全体に配慮した

“商品”を開発することにより、健康で快適な住環境づくりに貢献していきます。

　事業活動に関わる全ての工程においてCO の削減、資源の循環利用、生態系への配慮を推進することにより、気候変

動リスクを最小化し、自然環境と調和した”モノづくり”を進めていきます。

2017年4月1日

YKK AP環境政策委員会委員長

YKK AP株式会社　代表取締役社長

＜商品＞

＜モノづくり＞
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環境方針と体制

環境戦略と推進体制

関連するSDGs

YKKグループ環境ビジョン2050

YKKグループ全体で更に高いレベルの環境経営を実現するため、2019年4月、環境への取り組みの長期的な方向性を示す「YKKグ

ループ環境ビジョン2050」を策定しました。

「気候変動への対応」「資源の活用」「水の持続的利用」「自然との共生」という4つの項目それぞれに対して、2050年の将来予測

と目指す姿を踏まえ、YKK APの環境政策における重要課題の抽出、特定と環境行動計画への反映を行っています。
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YKK APの環境戦略
略

この環境ビジョンとYKK APの環境政策における重要課題の抽出、特定に基づき、以下のように整理し、環境取り組み項目として

設定しました

。

YKK APの環境行動計画

気候変動への対応

　地球規模で起こっている気候の変動は、地球上に住むあ

らゆる生物にとって重要な問題となっています。この問題

に対応することは社会の構成員としての責務であるととら

え、CO をはじめとした温室効果ガスの削減や気候変動への

適応に取り組みます。

水の持続的利用

　水は生命維持やあらゆる産業にとって欠かせない資源で

ある一方、国や地域によって利用できる量や質が大きく変

化します。社会との共存共栄を目指すわれわれにとって、

地域と共に水資源を持続的に利用することは重要な課題で

あるととらえ、取水量の削減や排水の環境負荷低減等に取

り組みます。

資源の活用

ファスナーや窓をはじめとした商品を作るメーカーとし

て、その材料となる各種の資源は不可欠な存在です。将来

世代にわたり、われわれの商品を安定して提供していくた

めにも、限りある資源を最大限有効に活用するとともに、

ライフサイクルを通じて発生する廃棄物を資源とする活動

に取り組みます。

自然との共生

　大気の安定や水の浄化、食料の提供、レクリエーション

の場など、自然は豊かな生活に欠かせない存在です。将来

世代にわたり、豊かな生活を残すため、自然保護や環境負

荷の低減等に取り組みます。
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課題のマテリアリティ分析

上記で抽出された課題を整理し、マテリアリティ分析により重要性評価を行いました。

YKK APの環境関連のリスク・機会

YKK APの事業活動に関わるリスク（●）と機会（●）を以下のように抽出しました。機会については、社会にとっても自社の成

長にとっても良いこと（社会にとってプラスとなる貢献●）なので、さらに伸ばしていくべき課題、リスクについてはその影響をさ

らに小さくする（地球環境負荷となるものを極力少なくする＝”ゼロ”をめざす●）ことで持続可能な社会に貢献できると考えま

す。
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YKK APにおける重要な課題

第5次中期経営計画（2017～2020年度）の課題と取り組み（ESG、SDGsとの関連）

下表内の数字は、SDGsの169のターゲットからYKK APの取り組みに関連するものを示したものです。

PDFで見る 主に関連するSDGsとターゲット

ESG ISO26000 重要課題 主な取り組み 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

G 組織統治

コーポレートガバナンス ●組織としての意思決定の仕組み  
●内部統制 16.7 17.1

コンプライアンス
●コンプライアンスの遵守、教育  
●YKKグローバルコンプライアンス基準（YGCC）によるコンプライアンス体制の強
化

4.a 10.3 16.5

リスクマネジメント

●BCP計画の⽴案と運⽤、対応  
●リスク委員会（品質・貿易管理・危機管理・情報セキュリティ・技術資産管理）
の連携 
●商品不具合を発⽣させない体制構築 および 不具合発⽣時の対応強化

11.b 12.4 13.1

Ｓ

⼈権 ⼈権の尊重

●⼈権の尊重  
●労働基本権の尊重  
●男⼥雇⽤機会均等  
●ハラスメントの防⽌

5.1 8.5

労働慣⾏

⼈事・福利厚⽣

●働き⽅改⾰の推進（適正な労働時間管理、多様な働き⽅の推進） 
●公正な⼈事制度の構築・運⽤  
●⼀定数継続採⽤  
●福利厚⽣、育児・介護サービス強化

5.4 8.5

健康と安全
●働き⽅改⾰の推進（適正な労働時間管理、多様な働き⽅の推進） 
●安全で快適な職場環境の整備  
●安全衛⽣教育、設備の安全審査

3.3 4.7 8.8

⼈材開発

●⼈材教育・研修の体系整備  
●グローバル⼈材の育成強化  
●技術⼈材の育成強化  
●⼈材開発体制の強化

4.4 5.5 8.2

ダイバーシティ＆インクルージョン

●多様な⼈材が活躍できる環境構築  
●⼥性活躍推進  
●障がい者雇⽤推進 
●性的マイノリティへの対応  
●定年制度の廃⽌ および ベテラン社員の活躍推進

5.5 8.5 10.3

公正な事業慣⾏

汚職防⽌、公正な競争

●サプライヤーガバナンス情報管理と対応  
●政治資⾦・その他贈答に関する規制の運⽤ 
●競争会社接触管理 
●下請法の遵守  
●各種規定・ガイドラインの運⽤・モニタリング

16.5

責任ある政治的関与 ●反社会的勢⼒の排除  
●各種規定・ガイドラインの運⽤・モニタリング 16.5

バリューチェーンにおける社会的責任の推
進

●グリーン調達の推進  
●エコ商品の購⼊  
●建設産業技能労働者における社会保険加⼊の促進

3.9 4.4 12.6

財産権の尊重 ●国内外R&D拠点による研究開発  
●知的財産権の尊重 16.5

消費者課題

公正なマーケティング、情報および契約
履⾏

●お客様への情報提供  
●お客様の声による取り組み強化  
●各種法制度の遵守

12.4 
12.8

消費者の安全衛⽣の保護

●有害化学物質の削減  
●製品安全対策の徹底  
●「使い⽅＆お⼿⼊れガイドブック」の作成・配布 
●商品ライフサイクル全域での情報提供 および ⼿法の拡⼤ 
●安全・安⼼に貢献する商品や技術の研究・開発・製造・提供

3.3 12.4 13.1

持続可能な消費 ●サステナブルな商品やサービスの研究・開発・製造・提供  
●リサイクル材の活⽤推進 7.3 11.6

消費者に対するサービス、⽀援 ならびに 
苦情および紛争の解決

●トレーサビリティーの強化 
●つくる品質・お届けする品質の継続改善  
●お客様への情報提供（お客様サポートページの充実、情報発信体制強化）  
●お客様の声による取り組み強化（メンテナンス・アフターサービス等）

12.8

コミュニティへの参画 
および 

コミュニティの発展

コミュニティへの参画 ●地域貢献活動の実施（⾃治体活動への協賛・協⼒、災害対策・復旧活動⽀
援等） 11.6 14.1 17.17

教育および⽂化

●次世代教育⽀援  
●健康で快適な暮らしに貢献する情報発信 
●YKK APグループ施⼯協⼒会との共働による施⼯技能者育成  
●⽂化活動への⽀援

4.4

健康 ●⾼断熱商品等による健康で快適な暮らしの提案  
●有害化学物質の規制 3.9

社会的投資 ●災害対策・復旧活動⽀援  
●災害発⽣時における節電対応 17.17

E 環境

汚染の予防

●⼤気への排出、排⽔、廃棄物、有害化学物質の排出およびその他の原因によ
る汚染の防⽌（リスクの低減、対応強化） 
●商品のライフサイクル全体での汚染防⽌の取り組み  
●環境活動への参加

3.9 6.3 12.4 
12.8 14.1 15.1

持続可能な資源活⽤

●電⼒・燃料等のエネルギー削減  
●廃棄物の削減、リサイクルの推進  
●⽔使⽤量の削減  
●サステナブルな商品や技術の研究・開発・製造・提供  
●デジタル化の促進による紙使⽤量の削減  
●持続可能なまちづくりへの貢献

6.3 
6.4 7.3

12.2 
12.5 
12.8

15.1

気候変動緩和および適応

●温室効果ガスの削減  
●重油から天然ガス（LNG）への転換 
●気候変動に関わる損害回避、最⼩化への対応  
●気候変動に適応した商品や技術の研究・開発・製造・提供

7.3 12.2 
12.8

13.1 
13.3

環境保護、⽣物多様性 および ⾃然⽣
息地の回復

●⽣態系への配慮（絶滅危惧種対応、モニタリング）  
●取⽔・排⽔リスクへの対応 
●廃棄物の削減、廃棄時の適切な運⽤  
●環境や⽣態系に配慮した材料・商品の研究・開発・製造・提供

12.4 14.3 15.1

主に関連するSDGsとターゲット

ESG ISO26000 重要課題 主な取り組み 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

G 組織統治

コーポレートガバナンス ●組織としての意思決定の仕組み  
●内部統制 16.7 17.1

コンプライアンス
●コンプライアンスの遵守、教育  
●YKKグローバルコンプライアンス基準（YGCC）によるコンプライアンス体制の強
化

4.a 10.3 16.5

リスクマネジメント

●BCP計画の⽴案と運⽤、対応  
●リスク委員会（品質・貿易管理・危機管理・情報セキュリティ・技術資産管理）
の連携 
●商品不具合を発⽣させない体制構築 および 不具合発⽣時の対応強化

11.b 12.4 13.1

Ｓ

⼈権 ⼈権の尊重

●⼈権の尊重  
●労働基本権の尊重  
●男⼥雇⽤機会均等  
●ハラスメントの防⽌

5.1 8.5

労働慣⾏

⼈事・福利厚⽣

●働き⽅改⾰の推進（適正な労働時間管理、多様な働き⽅の推進） 
●公正な⼈事制度の構築・運⽤  
●⼀定数継続採⽤  
●福利厚⽣、育児・介護サービス強化

5.4 8.5

健康と安全
●働き⽅改⾰の推進（適正な労働時間管理、多様な働き⽅の推進） 
●安全で快適な職場環境の整備  
●安全衛⽣教育、設備の安全審査

3.3 4.7 8.8

⼈材開発

●⼈材教育・研修の体系整備  
●グローバル⼈材の育成強化  
●技術⼈材の育成強化  
●⼈材開発体制の強化

4.4 5.5 8.2

ダイバーシティ＆インクルージョン

●多様な⼈材が活躍できる環境構築  
●⼥性活躍推進  
●障がい者雇⽤推進 
●性的マイノリティへの対応  
●定年制度の廃⽌ および ベテラン社員の活躍推進

5.5 8.5 10.3

公正な事業慣⾏

汚職防⽌、公正な競争

●サプライヤーガバナンス情報管理と対応  
●政治資⾦・その他贈答に関する規制の運⽤ 
●競争会社接触管理 
●下請法の遵守  
●各種規定・ガイドラインの運⽤・モニタリング

16.5

責任ある政治的関与 ●反社会的勢⼒の排除  
●各種規定・ガイドラインの運⽤・モニタリング 16.5

バリューチェーンにおける社会的責任の推
進

●グリーン調達の推進  
●エコ商品の購⼊  
●建設産業技能労働者における社会保険加⼊の促進

3.9 4.4 12.6

財産権の尊重 ●国内外R&D拠点による研究開発  
●知的財産権の尊重 16.5

消費者課題

公正なマーケティング、情報および契約
履⾏

●お客様への情報提供  
●お客様の声による取り組み強化  
●各種法制度の遵守

12.4 
12.8

消費者の安全衛⽣の保護

●有害化学物質の削減  
●製品安全対策の徹底  
●「使い⽅＆お⼿⼊れガイドブック」の作成・配布 
●商品ライフサイクル全域での情報提供 および ⼿法の拡⼤ 
●安全・安⼼に貢献する商品や技術の研究・開発・製造・提供

3.3 12.4 13.1

持続可能な消費 ●サステナブルな商品やサービスの研究・開発・製造・提供  
●リサイクル材の活⽤推進 7.3 11.6

消費者に対するサービス、⽀援 ならびに 
苦情および紛争の解決

●トレーサビリティーの強化 
●つくる品質・お届けする品質の継続改善  
●お客様への情報提供（お客様サポートページの充実、情報発信体制強化）  
●お客様の声による取り組み強化（メンテナンス・アフターサービス等）

12.8

コミュニティへの参画 
および 

コミュニティの発展

コミュニティへの参画 ●地域貢献活動の実施（⾃治体活動への協賛・協⼒、災害対策・復旧活動⽀
援等） 11.6 14.1 17.17

教育および⽂化

●次世代教育⽀援  
●健康で快適な暮らしに貢献する情報発信 
●YKK APグループ施⼯協⼒会との共働による施⼯技能者育成  
●⽂化活動への⽀援

4.4

健康 ●⾼断熱商品等による健康で快適な暮らしの提案  
●有害化学物質の規制 3.9

社会的投資 ●災害対策・復旧活動⽀援  
●災害発⽣時における節電対応 17.17

E 環境

汚染の予防

●⼤気への排出、排⽔、廃棄物、有害化学物質の排出およびその他の原因によ
る汚染の防⽌（リスクの低減、対応強化） 
●商品のライフサイクル全体での汚染防⽌の取り組み  
●環境活動への参加

3.9 6.3 12.4 
12.8 14.1 15.1

持続可能な資源活⽤

●電⼒・燃料等のエネルギー削減  
●廃棄物の削減、リサイクルの推進  
●⽔使⽤量の削減  
●サステナブルな商品や技術の研究・開発・製造・提供  
●デジタル化の促進による紙使⽤量の削減  
●持続可能なまちづくりへの貢献

6.3 
6.4 7.3

12.2 
12.5 
12.8

15.1

気候変動緩和および適応

●温室効果ガスの削減  
●重油から天然ガス（LNG）への転換 
●気候変動に関わる損害回避、最⼩化への対応  
●気候変動に適応した商品や技術の研究・開発・製造・提供

7.3 12.2 
12.8

13.1 
13.3

環境保護、⽣物多様性 および ⾃然⽣
息地の回復

●⽣態系への配慮（絶滅危惧種対応、モニタリング）  
●取⽔・排⽔リスクへの対応 
●廃棄物の削減、廃棄時の適切な運⽤  
●環境や⽣態系に配慮した材料・商品の研究・開発・製造・提供

12.4 14.3 15.1
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2020年度　YKK AP環境方針、行動計画

社会からの要請、そしてYKK APにおける重要課題を踏まえ、それらに対応した施策を推進するため、2017年度からは以下の環境

⽅針・⾏動指針を掲げ、2020年度も引き続き取り組んでいます。

環境方針

YKK APは、環境経営方針を受けて、事業活動の全ての分野において環境政策を継続的に推進し、「新しい価値の創造」と

「社会への環境負荷を最小化」することで、持続可能な社会の実現に貢献します。

行動指針

「新しい価値の創造による社会への貢献」

● エコ商品・サービスの開発、提供、普及

ライフサイクルを考慮した環境トップランナー商品の開発、提供を通じて、高断熱窓の普及を推進し、商品の社会的価値を

高め、持続可能な社会の実現に貢献します。

● ステークホルダーとのコミュニケーション強化

ステークホルダーとの双方向コミュニケーションを積極的に行い、サプライチェーンを含めた環境政策を推進します。

● 環境人材の育成

次代を担う環境人材の育成と全員参加の環境活動を推進し、社会に貢献する人づくり企業を目指します。

「社会への環境負荷を最小化、ゼロへ」

● グローバルな環境経営度向上

環境関連法規制及び協定、自主管理基準を順守するとともに、事業におけるリスクと機会を明確にし、トップマネジメント

によるグローバルな環境経営の強化に取り組みます。

● 気候変動リスクに対応したモノづくり

すべての事業活動において将来予測される地球環境の変化に適切に対応し、省エネの推進、ゼロエミッションの継続と資源

の有効利用、化学物質の適正管理、生態系への配慮を積極的に進めます。
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環境組織体系

YKK APの環境政策推進体制を下図に示しています。YKK AP環境経営方針に則り、YKK AP環境政策委員会で環境政策を立案し、

その環境政策を具現化し推進するYKK AP環境委員会を設置しています。その環境委員会で環境活動を円滑に進めるため専門部会を

設置して重点課題に取り組んでいます。
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環境におけるコーポレート・ガバナンス

グローバルな環境マネジメント体制の強化

YKK APでは、社長を委員長とする「YKK AP環境政策委員会」が経営視点での環境方針、戦略の策定、承認を行っており、各種

環境規制・協定の遵守、事業におけるリスクと機会の見極めを行っています。

その推進体制として、「YKK AP環境委員会」を設置し、国内および海外各極内での相互内部環境監査により、YKK AP全体のコ

ンプライアンスの維持と、環境政策の落とし込み、展開を行っております。

また、2019年度は気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD：TaskForce on Climate-related Financial Disclosures）に賛同しま

した。これに基づき、気候関連リスク・機会の両面において事業および財務へ与える影響をシナリオ分析し、経営戦略に反映しま

す。

YKK AP環境報告書2020



環境活動スケジュール
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環境方針と体制

目標と実績

YKK APでは4年ごとに中期環境経営⽅針、環境事業計画を策定し、数値目標を掲げて取り組んでいます。

第5次中期環境事業計画（2017年度〜2020年度）では、2050年のあるべき姿に向けて、2020年度に達成すべき中期到達目標を掲

げ、そこから各年度の数値目標とアクションプランに落とし込み、実⾏しています。

最終年度である2020年度は、より一層「商品」と「モノづくり」を基軸とした環境政策を進め、当初数値目標を上回る達成を目指

します。

2019年度総括

環境政策として、社会にとってプラスとなる貢献（エコ商品・サービスの開発、提供、普及、ステークホルダーとのコミュニケー

ションの強化、環境⼈材の育成）と、社会への環境影響の最⼩化（グローバルな環境経営度向上、気候変動リスクに対応したモノづ

くり）を重点課題として進めてきました。

社会にプラスの貢献では、環境商品アセスメントによるエコ商品の開発を推進し、2013年度より7年連続でエコ商品開発比率100%

を維持しました。さらに、ビル⽤樹脂窓のライフサイクルアセスメントの第三者認証（エコリーフ）を取得や、高断熱窓の販売によ

るCO2削減貢献量の拡大など、ライフサイクル全体で環境を配慮した商品の普及を推進しました。

社会への環境影響の最⼩化では、「モノづくり」における省エネの推進・自然エネルギーの活用により、エネルギー原単位で目標

を上回る12％削減を達成しました。

資源循環では分別の徹底、再資源化の推進により排出物のリサイクル率100％（国内）を初めて達成しました。一方、廃棄物排出

量の削減では、木くずの削減が進んだものの、汚泥やガラス屑の増加により、目標の24%削減に対して、実績は16%削減と未達とな

りました。

水使用量の削減では、使用方法の見直しや水洗水の再利用を拡大し、目標を上回る26％まで削減が進みました。

化学物質削減では、運用方法の改善などの対策を積み重ねた結果、26%削減と目標を上回りました。
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※達成度・・・　◎：計画以上　○：計画通り　△：一部未達（＞90%）　✕：未達

取り組みテーマ KPI
基準年度

(2013年度)

2019年度 2020年度
到達目標目標 実績 達成度

社
会
に
プ
ラ
ス
の
貢
献

エコ商品・サービス
の開発・提供・普及

・エコプロダクツ開発比率
(当年度のエコ商品数÷当
年度新規開発商品数)

100％ 100％ 100％ ○ 100％

ステークホルダーと
のコミュニケーショ

ン強化

・社外への環境情報の
発信件数

4件/年 4件以上/年 4件 ○ 4件以上/年

環境人材の育成
・従業員のエコアクション
参加率

ー 80％以上 82％ ○ 80％以上

社
会
へ
の
環
境
影
響
を
最
小
化

グローバル環境経営
度の向上

・国内、海外の
公害・環境問題発生件数

0件 0件 0件 ○ 0件

気
候
変
動
リ
ス
ク
対
応

エネルギー削減
(CO )

・エネルギー原単位：出荷
高当たりのエネルギー使
用量

・CO 排出量

・原単位：
2013年度を100

・CO 排出量：
2013年度を100

・原単位：
(国内) 10％削減

・CO 排出量：
(国内・海外)
17％削減

・原単位：
(国内) 12％
削減

・CO 排出量：
(国内・海外)
22％削減

◎

・原単位：
(国内) 13％削減

・CO 排出量：
(国内・海外)
23％削減

資源循環・
廃棄物管理

・リサイクル率：再資源化
量÷(再資源化量＋最終処
分排気量)

・原単位：出荷高当たりの
廃棄物量

・リサイクル率：
(国内) 99％
(海外) 91％

・原単位：
2013年度を100

・リサイクル率：
(国内) 100％
(海外) 92％

・原単位：
(国内) 24％削減

・リサイクル
率：
(国内) 100％
(海外) 92％

・原単位：
(国内) 16％
削減

×

・リサイクル率：
(国内) 100％
(海外) 95％

・原単位：
(国内) 30％削減

水資源保全
・水原単位：売上高当たり
の水使用量

・原単位：
2013年度を100

・原単位：
(国内・海外)
20％削減

・原単位：
(国内・海外)
26％削減

◎
・原単位：

(国内・海外)
28％削減

化学物質管理
・PRTR対象物質の
排出量削減率

・排出量：
2013年度を100

・排出量：
(国内) 23％削減

・排出量：
(国内) 26％
削減

◎
・排出量：

(国内)
27％削減

2

2

2
2

2
2
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2019年度の課題と2020年度の取り組み

2020年までに達成すべき目標に対して、2019年度の実績と課題を踏まえ、2020年度は以下の取り組みを強化していきます。

2019年度
2020年度の取り組み、戦略

実績 課題

社
会
に
プ
ラ
ス
の
貢
献

【商品】
・ビル用樹脂窓のライフサイクルアセスメント第三者
認証取得

【コミュニケーション】
・ESG、SDGs対応状況分析、情報開示の充実
・各拠点での地域貢献活動の水平展開

【商品】
・ライフサイクルアセスメント第三者認証
の活用

【コミュニケーション】
・行政・地域と連携した社会貢献活動の実
施

【商品】
・ライフサイクルアセスメント第三者
認証の活用

【コミュニケーション】
・NPO、自治体と連携したイベント企
画

社
会
へ
の
環
境
影
響
を
最
小
化

【コンプライアンス】
・監査基準レベルアップ
・関連会社、海外拠点の環境リスク対応強化

【モノづくり】
・省エネ事例の水平展開（中規模工場）
・SBT対応（省エネと再エネによるCO 削減）
・排出物リサイクル率100％達成
・拠点別水使用量の最適化、削減
・化学物質排出量の削減

【コンプライアンス】
・指摘事項の水平展開

【モノづくり】
・省エネ事例の全拠点への水平展開拡大
・廃棄物・包装資材削減、樹脂廃材リサイ
クル化

・水使用量削減取り組みの水平展開
・調達先の環境管理レベルアップ

【コンプライアンス】
・環境内部監査のフォロー強化

【モノづくり】
・省エネ事例の水平展開（全製造拠
点）

・廃棄物・包装資材削減、樹脂廃材リ
サイクル化

・拠点別水使用量の最適化、削減
・調達先の現地確認、活動サポート

2

2020年度の数値目標とアクションプラン

取り組みテーマ 2020年度目標 達成に向けたアクションプラン

社
会
に
プ
ラ
ス
の
貢
献

エコ商品・サービスの開
発・提供・普及

・商品のLCA認証：1アイテム以上
・エコ商品開発比率：100％

・LCA第三者認証の営業活用
・エコ商品によるCO 削減貢献量拡大

ステークホルダーとのコ
ミュニケーション強化

・環境広報の発信：年4件以上
・ステークホルダーとのコミュニケーション実施
（製造拠点 1拠点以上）

・エコハウスづくりの体制整備と行政・自治体・学校での開
催

・NPO、自治体と連携したイベント企画

環境人材の育成 ・全員参加の環境活動：参加率 80％以上
・漏れのない環境教育、SDGs浸透
・現場の改善活動を通じた環境活動の活性化

社
会
へ
の
環
境
影
響
を
最
小
化

グローバル環境経営度の
向上

・国内、海外の公害・環境問題：0件
・環境内部監査の強化（確実な対応フロー）
・工場、海外拠点の環境リスク対応強化

気
候
変
動
リ
ス
ク
対
応

エネルギー削減
(CO )

・エネルギー原単位（2013年度比）：
(国内)　13％削減

・CO 排出量（2013年度比）：
(国内・海外)　23％削減

・省エネ事例の共有・水平展開
・再生可能エネルギー導入加速
・TCFD対応（気候変動・機会の開示）

資源循環
・廃棄物量原単位（2013年度比）：

(国内)　30％削減
・リサイクル率：（国内）100％

・ひと手間かけた有価物化
・樹脂社内リサイクル率拡大
・３Ｒによる包装資材削減

水資源保全
・水使用原単位（2013年度比）：
（国内、海外）28％削減

・水使用最適化と再利用拡大

化学物質管理

・PRTR法対象物質排出量
（2013年度比）：（国内）27％削減

・運用改善（生産効率化）

・サプライチェーンを含めた化学物質
管理レベルの向上

・調達先の現地視察拡大
・入口規制の対象範囲拡大
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環境方針と体制

「EXIMA 77」引違い窓断面

JR-AD-19001E

ビル用樹脂製窓・サッシ「エコリーフ環境ラベル」取得

YKK APは、ビル用樹脂製窓・サッシ（「EXIMA 77」、

「EXIMA 37」）について、「エコリーフ環境ラベル」 を取得

しました。低炭素社会対応に向け、建築分野ではZEH・ZEBの普

及が進められる中、商品ライフサイクルの環境負荷情報の開示が

重要になってきています。今回「エコリーフ環境ラベル」を取得

したビル用樹脂製窓・サッシは、断熱性に優れた樹脂製フレーム

により高い断熱性能を実現し、冷暖房エネルギーを削減すること

で、二酸化炭素削減に貢献します。「エコリーフ環境ラベル」を

取得した商品は、ビル建築の施主や工事業者が、グリーン調達の

ための判断材料となり、LEED認証 においても、取得建材の使

用が認証時の加点項目になります。

※1「エコリーフ環境ラベル」
LCA（ライフサイクルアセスメント）の手法を用いて、製品の全ライフサ
イクルステージにわたる環境特性を多面的、定量的に評価し、開示する日
本生まれの環境ラベル。ISOが定める「タイプⅢ（ ISO14025）」に該当し
ており、一般社団法人サステナブル経営推進機構が運用、管理している。

※2 LEED認証
米国グリーンビルディング協会が開発・運用する、環境に配慮した建物や
エリア開発の認証システム。

環境に関する社会的評価

※1

※2

省エネへ活動の取り組みが評価され、中部経済産業局長表彰を受賞

黒部荻生製造所は、エネルギー使用の合理化に貢献した企業等に贈られる「2019年度 

エネルギー管理優良事業者等　中部経済産業局長表彰」を受賞しました。吸着搬送機の

エアー使用量削減や、切断機と集塵機の連動制御などのさまざまな取り組みにより、中

長期にわたってエネルギー使用量の削減を達成し、他の模範となる取り組みを実践して

いる事業者として認められました。
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地域に貢献を続け、「ＣＳＲ賞」「企業格付グリーン」を獲得

YKK APインドネシア社は、2019年4月、タンゲラン県政府より「CSR賞」を受賞しました。これは、同社が本社を置くタンゲラ

ン市において、優れたCSR活動を行う企業15社が表彰されたもので、YKK APインドネシア社は、特に環境保全に関する活動が評価

されての受賞となりました。さらに2020年1月にはインドネシア環境林業省による企業格付プログラム「PROPER」で、上位約10％

の企業だけが獲得できるグリーンを2年連続で獲得し、環境大臣より表彰されました。PROPERは、上位からゴールド、グリーン、

ブルー、レッド、ブラックの順で格付けしており、インドネシアでの環境に関する評価として、最も権威のあるものの一つです。

YKK APインドネシア社は、インドネシアで30年以上にわたり、事業活動を続けてきました。タンゲラン市だけでなく、インドネシ

ア全土に貢献の輪を広げ、地域にとってなくてはならない企業となることを目指し、今後も活動を継続していきます。

貴重なマングローブを保護するための活動 プラスチックごみを減らすための取り組みとして、弁当箱を小学校へ寄
贈

その他の主な2019年度の受賞

受賞名 受賞対象 主催 受賞年月

令和元年度北海道省エネルギー・新
エネルギー促進大賞
省エネルギー部門　大賞

北海道支社
「木造住宅の省エネルギーに貢献する高性能トリプ
ルガラス樹脂窓の開発と普及」

北海道庁経済部産業振興局 2019年10月

2019 Green Award YKK APアメリカ社 US Glass Magazine 2019年11月

令和元年度くまもとらしいエコライ
フ グリーンカーテンコンテスト
審査員特別賞　グリーンカーテン地
域貢献賞

九州製造所 熊本県 2020年2月
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