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基本方針

当社環境配慮型のビジネスフロー
お客さま

Point 1

Point 3

Point 2

サービスセンター

買取センター

リサイクル引取

当社再生工場

指定引取場所

店舗設備における環境
負荷軽減については、
P.41〜P.45に記載

リユース商品

Point 4

Point 4

店 舗
Web販売

全量買取を目的とした太陽光発電システム設置店舗と事業所
〈外環柏原店、有田川店、東生駒店、半田店、新安城店、南大阪サービスセンター、東大阪店、姫路東店、八尾サービスセンター、斑鳩店、福崎店、小牧店、松阪店、市川大野店、
瑞穂店
（自店舗及びテナント棟）
、伏見店、太子店、一宮尾西店、外環八尾店、篠山店、豊中インター店、河内長野店、一ツ木店、東大阪長田店、茨木店、西宮店〉

アウトレット店舗

店頭在庫品等

店舗設備におけるCO2削減量

「エコロジー」を経営の重要事項として
実践しています。

25,949.32（t-CO2/年）
環境配慮型商品への買い替えに伴うCO2削減量

上新電機株式会社

49,409.73（t-CO2/年）

本社ビル 環境方針
当社物流
センター

当社と関わるすべての方々に楽しく
1 上新電機株式会社本社は、電気製品等の販売を行っている営

に、環境対策に取り組むことはとても

業部門の支援及び企画管理を中心とした業務に係る環境影響
を常に認識し、環境汚染の予防並びに気候変動対策、資源の有

重要です。当社は事業活動を通じた

効活用への対応を推進するとともに、環境パフォーマンス向上

環境への貢献を考え、1998年に環

のための、環境マネジメントシステムの継続的改善を図ります。

境 理 念を制 定 いたしました 。以 来 、

2 上新電機株式会社本社の業務に係る環境関連の法的及びその

エコロジーを経営の重要項目として

他の要求事項を順守します。
ECO TOPICSポスター

3 以下の項目を環境改善重点テーマとして取り組みます。
① 環境配慮型商品販売の推進

上新電機株式会社

環境理念

環境の保護が人間をはじめ地球に共存するあらゆ
るものにとって最も大切であることを認識し、地域

④ グリーン購入の推進

Point

2

修理サービス

4

家電製品のリサイクル
家庭で不用になった家電リサイクル法対応製品（エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、テレ
ビ、洗濯機・衣類乾燥機）の引取と適正処理を行っています。2014年8月より、
小型家電のリサイクルも開始しました。

Point

5

環境配慮型商品販売の推進
省エネルギー型商品を積極的に展開するだけでなく、省エネ商品を低
金利で購入いただけるクレジットサービスも実施しています。

エコ物流
仕入・納品を店舗ごとに行うのではなく、当社物流センターで集中管理
することによって車両運搬を効率化。総走行距離とCO 2・Noxの削減
を推進しています。

中古パソコン・スマートフォン等の買取・再生販売
使用済みパソコン、
タブレットPC、デジカメ、
ビデオカメラ、薄型テレビ、
DVDレコーダー、スマートフォン、テレビゲーム機等を買取り、再生販
売することで、
リユースを促進しています。

4 この環境方針は本社全社員に周知徹底するとともに、関係会社
へも周知し、理解と協力を要請します。

この環境方針は、社内外に公表いたします

環境配慮型商品

（2018年6月19日）

2019年度
年間販売台数計

2019年製(a)

2005年/2010年製（b ）

CO2排出量/1年

CO2排出量/1年

(kg-CO2/年)

(kg-CO2/年)

CO2削減量

(kg-CO2/年)
（b ）－（a ）

環境配慮型エアコン

117,410

77,801,545

99,879,745

22,078,200

環境配慮型冷蔵庫

263,548

36,015,346

60,214,705

24,199,359

99,001

2,834,118

5,966,293

3,132,175

479,959

116,651,009

166,060,743

49,409,734

環境配慮型CTV
環境配慮型商品計

（1998年 制定）

Point

パソコン・家電品の修理を行っています。修理品の大きさやお客さまの
ニーズに合わせて、持込修理・出張修理・引取修理サービスがあります。

⑦ 本社ビル事務活動における省エネ・省資源の推進

活動を目指します。
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1

再商品化

当社環境配慮型商品のCO 2削減量

⑥ 販売品の修理サービスの推進

社会の人々が安心かつ快適で健康に暮らせる環境
の維持と創造を社会的使命とする、責任ある企業

Point

3

③ 環境に配慮した物流体制の推進
⑤ 販売品の積極的下取り買取り及び販売の推進

上新電機株式会社は、社是「愛」の精神のもと地球

Point 5

Point

② 環境に配慮した店づくりの推進

ケヤキ 約2,681,817本分のCO2削減

メーカー

環境へのまごころ

快適な生活を提供し続けていくため

取り組んでいます。

合計 75,359.05（t-CO2/年）

◆平均の買い替えサイクルを冷蔵庫・エアコンが14年（ 2005年製）、CTVを9年（ 2010年製）に設定。2019年度に発売した環境省設定の省エネラベル4つ星・5つ星の商品の平均CO2
排出量を算出し、当時のCO 2排出量を省エネ製品買い替えナビゲーション「しんきゅうさん」からの差異で買い替えによるCO 2削減量を算定しました。

※1 リサイクル再商品化率 対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、
これを製品の部品又は原材料として利用できる割合。
（一般財団法人 家電製品協会 2018年家電リサイクル年次報告より引用）
※2 対象品種：パソコン計、
デジカメ・ビデオカメラ計、
テレビ、携帯電話（
【参考資料】環境省 2010年度使用済み製品等のリユース促進事業研究会報告書(概要版)）
※3 CO2削減数値総括についてはP42を参照。
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店づくり

家電店全店舗で電子棚札(電子プライス)を
導入しています。

お客さまをお迎えする店舗・駐車場にも地球環境に
配慮したリサイクル加工品を使用しています。

環境や省エネの配慮が
店づくりに活かされています。

お子さま連れのお客さまにも
やさしい店づくりをめざしています。

2018年6月業界で初めて中小型家電商品用の「電子棚

上新電機全店舗のプライスレールは、ペットボトルを中

地 球 温 暖 化の抑 制 、そして人と自然 が 調 和した社 会を

お子さま連れのお客さまに

札(電子プライス) 」を家電店全店に導入完了しました。さ

心とした再生原料を使用した地球環境にやさしい「ボト

めざして、各店舗の改善に努めています。環境面では、省

ゆっくりお 買 い 物をしてい

らに2019年9月大型家電商品（TV 、エアコン、冷蔵庫、

ルリサイクルプレート」を使用しています。

エ ネの 取り組 みとして各 店 舗 に｢ エアコン の 省 エ ネ 運

ただけるよう、
トイレ内には

洗濯機、パソコン）用の大型電子棚札を家電店全店に導

また、鶴見店、鳳店、東大阪長田店など68事業所（ 2020

転制御」｢店舗照明の調光システム｣｢LED照明器具｣｢ガ

「 ベビーベッド」や「 ベビー

入完了。紙のプライスカードを使用しないことにより、紙

年5月31日現在）及び上新電機本社駐車場の車止めに

ス空 調 ｣ 等（※ 1）を順 次 導 入しています。省 資 源・リサ

キーパー」を設 置していま

資 源 使 用 量の減 少を図り、併 せて張り替え作 業の合 理

は、PE・ABSリサイクル材を使用した再生プラスチック製

イクル面では、お客さまにご協力いただいて｢ 簡易包装 ｣

す。また 、店 舗 によっては

化を実現することで、従業員の働き方改革実現支援にも

の「車止めブロック」を採用しています。

なっています。

を推進しています。このほか、駐車場の緑化によりヒート

授乳室（※2）も設置してお

アイランド現象を抑制する「ジェイ-ecoパーキング 」導

り、お 子さま連 れ のお 客さ

入など、CO 2 削減への取り組みなども積極的に行ってお

まが安心してお買い物がで

ります。

きる環境を整えています。

すべてのお客さまに安心して
お買い物いただける店づくりを心掛けています。

急病など緊急時に備えて
AED（自動体外式除細動器）を設置しています。

施設利用の安全性を高め、高齢者や障がい者の方々に

お客さまの急病や災害など万が一

も気持ちよく利用していただける店づくりをめざしていま

の事態に備えて、当社では本社、岸

す。店内のバリアフリー化、障がい者用トイレ、車いす専

和田店、外環柏原店、J&Pテクノラ

用駐車場、点字ブロックの設置など、高齢者、障がい者の

ンド、B O O K - O F F 大 阪 難 波 中 店

プラスチックゴミ削減の観点から当社におけるショッピングバッグのデザインを見直し、

皆さまが円滑に利用できるよう
「バリアフリー法 」に準拠

など、71事業所（ 2020年5月31

更に環境に優しい新素材を採用したことで、石油由来樹脂を大幅に削減しています。

した店づくりを推進しています。

日現 在 ）にA E D（自動 体 外 式 除 細

中小型家電商品用電子プライス

大型家電商品用電子プライス

リサイクルペットボトルを再生利用したプライスレール

再生プラスチック製の車止めブロック

プラスチック廃棄物の排出抑制に向けた取組み

CO2削減数値総括（2020年経済産業省・環境省令第3号に定めるデフォルト値0.488kg-CO2/kWh ）

都市の環境問題を緩和する、
屋上緑化庭園「ジェイガーデン」を施工しています。

単位：kg-CO2/年（年間での削減数値になります）

削減実施項目

私たちは、地球温暖化をはじめさまざまな環境問題に直面
しています。また都市部においてはヒートアイランド現象
や乾燥化など、特有の環境問題が生じています。このよう
な問題を緩和するため、当社では2004年4月、本社に屋
上緑化庭園「ジェイガーデン」を完成させました。

屋上緑化のメリット
1.都市の気温上昇を緩和
屋上を土と緑に変えることにより、
夏でも表面温度が30℃前後に
抑えられます。

2.屋内冷暖房の省エネ化
●ジェイガーデン緑化工法（軽量盛土緑化工法）
とは…
抗菌性針葉樹皮繊維を基盤に導入することで土の単位重量
を小さくすることが可能。屋上にかかる荷重を軽減し、保水性、
商標登録番号 5020113
透水性のバランスが取れて効果のある植生基盤をつくります。
また、雑草の発生率を大幅に軽減させ管理費のコスト削減に貢献します。

緑化用培地構造

特許第4883673号

環境へのまごころ

動器）を設置しています。

これからも地球及び環境に優しい社会を目指して参ります。
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授乳室内の設備

緑化部分の真下の室温は2℃以上
低くなります。

3.大気汚染物の吸収
植物には排気ガスなどの汚染
物質を吸収分解する作用があり、
都市の大気汚染を浄化します。

4.自然環境の復活
都市部の生態系復活に貢献します。

2020年3月31日現在 ※小数点第2位未満四捨五入

削減値

導入事業所数

屋上緑化

12,414.00

1

駐車場緑化

23,606.63

45

太陽光発電

3,139,186.39

32

28,872.74

73

透水・保水性インターロッキングブロック

備

考

本社ビル屋上（P41参照）

25,949,317.75kg-CO2÷28.1kg≒923,463.26

ケヤキの木

20,596,951.76

227

LED照明（屋外）

1,127,977.78

133

998,723.23

19

12,224.89

3

本社ビル、住吉店、美原店

9,360.33

7

東大阪店、南津守店、山形嶋店の数値（ 2018年開設
の3店舗、2019年開設の茨木店の削減値は未計測）

省エネガラスコート
窓用遮熱フィルム
合

計

25,949,317.75kg−CO2/年

内、27事業所は売電事業を実施

LED照明（屋内）

電力総合監視＆自動制御システム

CO2削減量（年間kg ）

本社ビルにも施工

約923,463.26本分 に相当
※28.1kg=ケヤキ1本のCO2削減量／年

25,949,317.75

※1 各設備の導入店舗数（2020年3月31日現在）…エアコンの省エネ運転制御：38店、店頭照明の調光システム：227店、LED照明器具：227店、
ガス空調：28店
※2 授乳室設置店舗（2020年5月31日現在）
：三宮1ばん館、加古川店、吹田上新庄店、外環柏原店、東大阪店、岸和田店、京都1ばん館、大和高田店、岡山岡南店、
市川大野店、板橋前野店、松阪店、新安城店、燕三条店、一宮尾西店、松戸店、城陽インター店、篠山店、和泉中央店、
明石店、富山本店、豊中インター店、一ツ木店、河内長野店、東大阪長田店、高槻店、茨木店、堺中央環状店、西宮店他
（全94店舗）
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Photo 1

地球にやさしい緑化駐車場「ジェイ-ecoパーキング」※

ヒートアイランド現象や都市型洪水を抑制し、一定の緑被率を確保するために開発しました。
土壌は保水性・保肥性に良好なものを採用しています。

環境や人にやさしい店づくりを実施しています。

省エネ
デマンドレスポンス
無線コントロールシステム
電力総合監視&
自動制御システム

駐車場緑化のメリット

お子さま連れの利用者への配慮

お客様の利便性向上

キッズスペースの設置
授乳室の設置

2019年12月全店舗に
フリーWi-Fiスポットを導入

ダンボールのリサイクル

LED照明（屋内・屋外）
Photo 5

再生紙の利用

再生紙の利用・両面コピー

癒しの効果

都市型洪水の抑制
雨水とエアコンのドレン排水を利用した灌水システム
再生資源の利活用
透水性・保水性に優れた舗装材の活用（再生資源利用）

自主管理緑地

一定の緑被率を確保

敷地の一部を
公共の場として提供・管理
Photo 6

省資源

CO2排出削減

循環型社会構築

アドプト・ロード

地球環境への配慮

森林資源保護

景観性店舗グレードのアップ

ヒートアイランド現象の緩和

地域の環境美化活動に参加
Photo 7

ゴミの減量・リサイクル

地球環境保全型

導入店舗

社店/守山店/枚方店/千里丘店/羽曳が丘店/岸和田店/富田林店/手柄店/加古川店/
城陽インター店/豊中インター店/高槻店/茨木店/堺中央環状店/西宮店 他（全45店舗）

※「ジェイ-ecoパーキング」は登録商標です。
駐車場緑化用植生基盤材

地域環境保全

地球環境への配慮

駐車場緑化施工方法

特許第4541337号

商標登録第5262324号

緑に囲まれた店づくり

地球温暖化防止のため、
アイドリングストップ

Photo 2

FREE
Wi-Fi

地球にやさしい太陽光発電システム

CO 2を排出しないことで地球温暖化を抑制するクリーンなエネルギー。
太陽光発電システムのメリット
地球環境保全型
CO2排出削減（CO2排出年間削減量約3,139.186.39kg-CO2/年）
ヒートアイランド現象を緩和
循環型社会構築へ

導入店舗

環境へのまごころ

自家発電による電力の省エネ

加古川店/東大阪店/南津守店/鳳店/有田川店/長岡京店/
豊中インター店/河内長野店/一ツ木店/東大阪長田店/茨木店/
西宮店 他（全32店舗）

※ 東大阪店では2011年10月から社会実験として、太陽光発電の高効率化
技術を用いた分散型MPPTデバイスによる検証実験を行っています。

♪

ゴミの減量

分散型MPPTデバイス特許取得 特許第5086484号

簡易包装の推進

有田川店

東大阪店での検証実験

障がい者への配慮

環境パートナーシップ活動

Photo 3

点字ブロックでの誘導
インターホンの設置

風の力と太陽の光を受けて発電するクリーンエネルギー。

環境・人にやさしい、エコライフキャンペーン

電気自動車充電システム
大阪市が取り組む事業
「大阪EVプログラム」に参加

地球環境への配慮
緑化駐車場「ジェイ-ecoパーキング」
Photo 1

ハイブリッド照明システム

地球環境への配慮
地球と人にやさしい
保水性インターロッキング
ブロック舗装材を使用
Photo 4

利用者への配慮
多目的トイレの設置
身体障がい者・オストメイト用の設備

地球環境への配慮
太陽光・風力による発電装置
Photo 2・3

ハイブリッド照明システムのメリット
燃料が不要で無尽蔵の自然のエネルギー
Nox、CO2などの有害物質を排出しないクリーンエネルギー

障がい者への配慮
障がい者優先
おもいやり駐車スペースの確保

レストスペースの設置
休憩用のベンチを配置

導入店舗
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大東店/久宝寺店/東大阪店/東香里店/鳳店/半田店
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人と環境に配慮した舗装材（透水・保水性インターロッキングブロック）

省エネとリサイクル

店の周囲には透水性と保水性に優れたインターロッキングブロックを使用。
雨水の吸収性アップや、表層温度を下げる打ち水効果があります。
透水・保水性インターロッキングブロックのメリット
廃コンクリートの再生使用

常温成形品でCO2を排出しない

ヒートアイランド現象を緩和

都市型洪水の抑制

1㎡当たり約10.5リットル（バケツ約半分）の雨水を保水することができます。雨水集中時に雨水をすばやく
吸収し、排水口や河川への流入を軽減。保水した雨水をその後蒸発させながら気化熱作用で表面温度の上昇
を防ぎヒートアイランド現象に歯止めをかけます。

導入店舗

新庄店/福知山店/上牧店/千里丘店/守山店/枚方店/羽曳が丘店/岸和田店/富田林店/
手柄店/明石店/豊中インター店/河内長野店/一ツ木店/東大阪長田店 他（全73店舗）

Photo 5

消費電力削減と長寿命の実現（LED照明）

照明器具をLEDにすることで、一般の電球・蛍光灯に比べ消費電力が抑えられ、CO 2の排出を低減します。
高効率LEDダウンライト
「イー・コア」のメリット
エネルギー消費量約1/7の高効率

CO2も約1/7に削減

価格差3.8倍 の省エネ

40,000時間の長寿命

※

導入店舗屋内

住吉店/鳴海店/東大阪店/赤穂店/南津守店/伊勢ララパーク店/山形嶋店/福崎店/
鳳店/和泉中央店/富山本店/豊中インター店/東大阪長田店/茨木店/堺中央環状店/
西宮店 他（全227店舗）

導入店舗屋外

美原店/山科店/住吉店/東大阪店/羽曳が丘店/富田林店/南津守店/山形嶋店/
和泉中央店/富山本店/豊中インター店/東大阪長田店/茨木店/堺中央環状店/
西宮店 他（全133店舗）

※ 白熱灯器具（ID-7200NB（W ））に、60W形ミニクリプトンランプを組み合わせた場合（東芝ライテック株式会社調べ）

Photo 6

自主管理緑地

周辺地域の方が憩いの場として使える
スペースを設けています。

公共的広場提供による地域社会への貢献
癒しの効果
自主管理緑地とは、行政の指導により敷地の一部を公共の場として提供し、管理する制度です。

「COOL CHOICE 」
とは、温室効果ガス削減のための国際

る「宅配便再配達防止プロジェクト
（できるだけ1回で受け

枠組みとして採択されたパリ協定にもとづき、2030年度

取りませんかキャンペーン）」に家電量販業界で唯一賛同

の温室効果ガス排出量を2013年度比で26％削減する

し、インターネットショップを中心に、商品お届け時間指定

という国の目標達成のために、省エネ・低炭素型の製品・

やお届け先の選択肢拡充など、お客さまのライフスタイル

サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「 賢い

に応じた配達体制の整備に努めています。

選択」を促す国民運動です。

このような配達体制の整備により、お客さま

当社は、温室効果ガス削減のための取組みとして、2017

の利便性を高めるとともに、温 室 効 果ガス

年3月、環境省が「COOL CHOICE 」の一環として推進す

削減にも貢献しています。

〈再配達防止へ具体的な取組みについて〉

トップページにバナーを表示し、サイト内でのPRを積極的に行っております。

①日時指定又は時間指定の促進を実施（再配達の手間がなくなる旨を表記）
②コンビニ受取の訴求（ページにてコンビニ受取方法の解説を実施）
③音楽・映像ソフト商品の配達では再配達が発生しない（ポストに投函）
「ネコポス」を活用

地球温暖化防止のため、省エネ家電普及促進活動を行なっています。
環境省は、統一省エネルギーラベル５つ星の家電製品等

家電量販店等の関係者が連携して、５つ星家電をはじめと

への買換えを対象とした買換促進事業を支援する「省エネ

する省エネ家電製品やLED照明への買換えを促進してい

家電等マーケットモデル事業（二酸化炭素排出抑制対策

くことや、省エネ製品に買い換えた場合のCO 2 削減効果や

事業費等補助金）」を2017年度より実施しています。
（統

ランニングコストの低減などを簡単に把握できるようにす

一省エネルギーラベルとは、販売店の製品本体または近傍

ることで、消費者の意識向上を図り、

に表示されており、家電製品の省エネルギー性能を星の数

エネルギーを無理なく効率よく利用

で表し、併せて年間の目安電気料金を表すものです。）当

する社会の実現を目指すことを目的

社はこの事業に初年度(2017年度)から参画しており、3

としています。

年度とも目標をクリアすることができました。

これらの事業参画を通して、当社は温

また 、当 社 は 省 エ ネ 家 電 普 及 促 進 活 動 の 一 環として

室効果ガス削減や地球温暖化防止に

「 COOL CHOICE５つ星家電買換えキャンペーン ｣にも

つながる省エネ型家電製品の販売促

参画しています。このキャンペーンは、家電製品メーカーや

進活動を積極的に取り組んでいます。

環境へのまごころ

自主管理緑地のメリット

「COOL CHOICE 」に賛同し、宅配便再配達防止のため配達体制を整備しています。

各自治体の省エネ推進活動に協力しています。
導入店舗

美原店/鳳店/南津守店/外環柏原店/豊中インター店

大阪府が取り組む事業「 大阪EVアクションプログラム」に
Photo 7

アドプト・ロード

地域の環境美化活動に積極的に取り組んでいます。
アドプト・ロードのメリット
地域の環境美化
癒しの効果
大阪府アドプト・ロード・プログラムは、道路（歩道部）の一定区間を地元自治会や企業などのボランティア団
体が関係市町村や大阪府と協力しあいながら継続的に清掃、緑化などの活動を実施し、地域に愛されるきれ
いな道路づくりや環境の美化に取り組む制度です。

実施店舗

45

まにジョーシンポイントを進呈し、LED照明普及促進活動

参加し、岸和田店・東大阪店・南津守店に太陽光発電シス

を行ないました。
（ ※2）

テムを併設した「電気自動車急速充電システム」を、鳳店・

また、一定規模以上の電気機器等販売事業者に対し、販売

鶴見店・外環柏原店・茨木店・堺中央環状店に「電気自動車

する電気機器等の省エネ

充電システム」を設置しています。大阪府下の急速充電設

ルギー性能に関する情報

備等をITによってネットワーク化しEVユーザーに利便性の

を購入者に提供するよう義

高い充電サービスを提供する世界初の取組み「おおさか充

務づける、埼玉県「 省エネ

電インフラネットワーク」にも参加しています。
（※1）

ルギー性能説明推進者（※

また、埼玉県の｢ 彩の国家庭の省エネ推進キャンペーン ｣

3）」京都府「省エネマイス

に参加し、埼玉県と協力し、当社県内店舗を「 彩の国LED

ター制度（※4）」にそれぞ

照明推進店」
とし、LED照明･電球をお買い上げのお客さ

れ複数名登録しています。

電気自動車急速充電システム

岸和田店/東大阪店

※1 電気自動車充電システム設置店：大阪府／岸和田店・東大阪店・南津守店・鳳店・鶴見店・外環柏原店・茨木店・堺中央環状店、兵庫県／津名店・姫路東店・西宮店、京都府／
長岡京店、奈良県／桜井店・斑鳩店、和歌山県／海南店・御坊店、愛知県／半田店・小牧店、三重県／松阪店、埼玉県／鴻巣店、千葉県／市川大野店、岡山県／岡山岡南店
※2 実施期間：2019年12月1日から2020年2月28日
※3「省エネルギー性能説明推進者」選任が義務づけられている事業者は「特定電気機器等販売事業者のうち、電気機器等の売り場面積が1,000平方メートル以上の店舗を設置する事業者」
※4「省エネマイスター」の届出が必要な事業者は、
「 電気機器等の販売の用に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上の売り場面積をもって、特定電気機
器等（エアコン、
テレビ、電気冷蔵庫）
を販売する家電販売事業者」。
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パソコン・タブレットPCやデジタル家電をはじめ、
スマートフォン、TVゲーム機のリユース促進で
CO 2 削減に貢献しています。

ジョーシンは、お客さまと共に、
資源回収に努めます。

電気使用量を削減することにより、
本社ビルにおいてCO 2 削減を実現しました。

ISO14001取得状況について。
通算5回目となる更新審査にて、下記の通り適合認定を

家電4品目（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・

環境マネジメントシステム導入やLED照明の導入等に

2001年より中古パソコンなどデジタル機器（※1）の買

衣類乾燥機）は、家電リサイクル法に基づいたリサイクル

より、本 社ビル にて1 9 9 9 年 度 から2 0 1 9 年 度まで に

取・リユースを開始。2009年度からは携帯電話も取り扱

が義務付けられています。これらの家電には、有用な資

1,695.7t-CO 2 の温室効果ガスを削減 。また、上新電

い、スマートフォンへの買い替えの際に多くのお客さま

源のほか、オゾン層の破壊や地球温暖化を引き起こすフ

機（株）全体の温室効果ガス排出量は41,015t-CO 2/年

にご利用いただいております。2011年度にはTVゲーム

ロンガスや有害な鉛などを含んでいるため、法律に基づ

（ 2018年度）。今後も一層の温室効果ガス削減に努め

機の買取・リユースにも取り組み、2012年度からはタブ

く適切なリサイクルが必要です。当社は、この家電リサイ

レットPCの取り扱いも開始 。2019年度はグループ全体

クル法に定められた小売業者の回収義務に基づき、お客

で約42,453台の取扱量となりました。

さまからご不要となった家電4品目の引取りを、店舗や

(過去5年の推移はP58 ｢非財務ハイライト｣をご参照ください。）

サービスセンターにて行なっています。

小型充電式電池や携帯電話の回収も進めています。
資源リサイクル促進のため、一般社団法人JBRC主催の
キャンペーンに協力。2019年4月～2020年3月の期間

90%

取義務外品 」や使用済み蛍光管の引取りについても、自

80%

治体からの協力要請に応じて対応しております。(※4）

70%

また、当 社は使 用 済 み 携 帯 電 話の回 収にも協 力してお
り、2 0 1 9 年 度は1 3 , 0 7 8 台を回 収しました 。なお 、グ
ループ全店での資源リサイクルへの積極的な取り組みが
評価され 、当社は、一般社団法人JBRC主催「 小型充電
式電池 リサイクルパワーアップキャンペーン 」
（※2）に
を授与されました。

エアコン
30％

エアコン
32％

CTV
17％

累計削減率
35%

冷蔵庫
22％
洗濯機
32％

冷蔵庫
21％
洗濯機
30％

2017年度

2018年度

合計 835,524台

屋上緑化

20%

15%

環境に配慮した
物流体制の構築

ISO14001認証取得

10%

冷蔵庫
21％
洗濯機
30％

20%
5%

10%
0%

0%

日本樹木リサイクル協会
支部として活動

本社（事業活動）の
取り組み

温対法に基づくCO2排出量
2013年度

前年比

94.7％

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度

2018年度

41,457

40,777

46,830

45,101

41,015

101.5％

98.4％

114.8％

96.3％

90.9%

太陽光発電
システムの導入

小型家電リサイクル法に基づき、2014年8月よりお客

家庭で利用していた個人所有の使用済みパソコン（当社

さまからご 不 用となった小 型 家 電を店 舗 やサービスセ

規定の対象機種）を回収、再資源化を行っています。

ンターでお 引き取りし、再 資 源 化に協 力することで、廃

（※3）
使用済みパソコン回収・再資源化実績（家庭系・事業系合計）

［2019年4月〜2020年3月］

デスクトップ
PC本体

ノートブック
PC

CRT
ディスプレイ

液晶
ディスプレイ

回収重量（kg ）

2,693.9

252.0

0.0

177.8

回収台数（台）

254

79

0

39

再資源化処理量（kg ）

2,693.9

252.0

0.0

177.8

資源再利用量（kg ）

2,012.6

135.4

0.0

125.3

資源再利用率（％）

74.7

53.7

0.0

70.4

棄物の適正な処理および、資源の有効な利用の確保を
図り、生活環境の保全に努めています。2019年度は、
275,904台を回収しました。
また、2020年3月よりJoshin webショップでお申し込
みいただける宅配便による回収サービスもスタートしま
した。
(過去5年の推移はP58 ｢ 非財務ハイライト｣をご参照ください。）

※1 買取・リユース対象品種 ： パソコン、携帯電話、
デジカメ、
ビデオカメラ、
ディスプレイ、DVDレコーダー、薄型テレビ、TVゲーム機、その他。
※2 全国約21,000店のリサイクル協力店を対象とし店頭設置の「リサイクルBOX」等で、希少な金属が使われている対象小型充電式電池の回収を推進するための
キャンペーンです。なお、
ジョーシングループは2004年度より継続して当キャンペーンに参加しております。
※3 回収重量、回収台数は再資源化処理場への搬入実績です。
※4 当社が家電リサイクル引取義務外品の処分に協力している自治体：岩出市、湯浅町、かつらぎ町、
日高町、美浜町、有田市、九度山町、有田川町、御坊市、奈良市、
大山崎町、桑名市、城陽市、蟹江町、京都市／当社が使用済み蛍光管の回収協力を行なっている自治体：刈谷市、名古屋市、小牧市、枚方市、神戸市

再生可能エネルギーである太陽光を利用した
売電事業に業界で初めて参入。
地球温暖化対策、日本のエネルギー自給率の向上など、
さまざまなメリットがある太陽光発電全量買取制度が、
再生可能エネルギー事業として、2012年7月よりスター

省エネ・創エネ・蓄エネ
製品の販売促進
リユース促進
家電リサイクル推進
（買取中古販売）
（小型家電リサイクル）

使用済みパソコン・
携帯電話等の
回収・再資源化

トしました 。当社は、2012年10月開設の有田川店（和
歌山県）に全量買取を目的とした太陽光発電システムを
設置し、国が推進する太陽光発電全量買取制度にのっ

緑化駐車場
太陽光発電
売電事業を推進

小型廃家電のリサイクル回収に
積極的に協力しています。

「資源有効利用促進法（改正リサイクル法）」に基づき、ご

店舗に省エネ運転
制御システム設置

2019年度

合計 894,642台

CO2換算値
40,845
（t-CO2/年）

2019年度

(2)取組内容
家電製品、パソコン、ホビー商品、
ソフト等の販売及び物流、
サービスに関連する営業部門の支援及び企画管理

30%

(過去5年の推移はP58 ｢ 非財務ハイライト｣をご参照ください。）

使用済みのパソコンを
積極的に回収・再資源化しています。

(1)所在地
上新電機株式会社本社ビル
大阪市浪速区日本橋西1-6-5

ジョーシンの環境マネジメントシステム

（西暦）2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

合計 734,381台

上新電機株式会社 本社ビル
ISO14001：2015（JISQ14001：2015）
JAB／UKAS
EC99J1212
有効期限 2021年9月14日

25%

40%

エアコン
30％

登録組織名称
適用規格
認定機関
ＪＡＣＯ登録証番号

30%

50%

CTV
19％

１
２
３
４

環境へのまごころ

おいて2014年から6年連続「 優秀貢献企業 」の感謝状

（累計）
40%

単年度削減率

60%

CTV
16％

［審査概要］

［適用範囲］
本社ビル 電気使用量削減取り組みにともなうCO2削減効果（※5）
（単年度）
100%

家電4品目リサイクル引取実績の推移と内訳

受けました。
（2017年9月にISO14001：2015へ移行）

ます。

また、家電リサイクル法上、当社に引取り義務のない「引

に小型充電式電池8,518.13kgを回収しました。
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実績と計画

廃棄物処分量の低減

各店舗の
取り組み
販売品の
修理サービス推進

電気の使用量削減

とった売電事業を稼働開始しました。以後、既存店舗や
サービスセンターにも順次、太陽光発電システムを設置
し、2020年3月現在、27事業所にて売電事業を行って

簡易包装推進

電池・トナーの回収
紙の使用量低減

います。

※5 1998年度を基準年度とした場合のCO2削減率です。
CO2排出係数＝1998年度から2008年度までについては「電気事業者別排出係数（ 2008年度算定用）
」
を使用。2009年度以降については、当該年度算出用
の「電気事業者別排出係数」
を使用しています。
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2019年度の実績と2020年度の計画
環境目的・目標一覧
環境保全項目
環境配慮型
商品販売の推進

環境に配慮した
店づくりの推進

2019年度
目

標

2020年度
実

績

目

実施部署

標

環境配慮型商品の
売上構成比UP目指す。
※環境配慮型独自基準にて設定（維持）

売上構成比51.3%

売上構成比 45%を目指す。
※環境配慮型独自基準にて
設定（維持）

商品部

新店１店舗につき、
環境に配慮した資材（設備）を
導入

単独店－10点、
テナント店－7点以上導入実施

新店1店舗につき、環境に配慮
した資材（設備）を10点（テナン
ト店は7点）以上の導入

建設部

店頭での廃充電池回収

廃充電池回収量 8,518.1㎏

廃充電池回収量を
8,000㎏以上を目指す

営業統轄部部

小型リサイクル家電品回収

小型リサイクル家電品回収量
275,904㎏

小型リサイクル家電品回収量を
240,000㎏以上を目指す

営業統轄部

営業店電気使用量1㎡あたりの
使用量効率改善

2006年度比 58.2％%改善

2013年度比 25%改善
（基準年度を変更）

2009年度比 36.5％削減

2019年度比 2％削減
（基準年度を変更）

総務部
全社売場面積1㎡あたりの
紙の使用枚数を削減

環境配慮型
商品販売の推進

グリーン購入の推進

省エネ型給湯器・スマートライフ関連商品の拡売

スマートライフ推進部

省エネ・環境配慮型POP作成による販売推進（施策）

販売促進部

営業店向け環境教育資料を年4回配信する
（施策）

総務部

消耗品・備品のグリーン購入を推進

総務部

年間電気使用量の削減

売場面積1㎡あたりの紙の使用枚数を削減
本社ビル事務活動に
おける保全活動

総務部
ゴミの年間排出量の削減

本社管理車両の燃費効率の改善
環境に配慮した
包装資材の導入

ショッピングバックの導入と使用量の削減（プラスチック使用量削減）

総務部

環境に配慮した
店づくりの推進

再生可能エネルギーによるCO2排出量の削減

総務部

リユース商品の
積極的販売推進

中古買取／下取りの積極的展開

リユースビジネス推進センター

販売品の
修理サービスの推進

長期修理保証制度の充実による加入の推進

営業統轄部

環境に配慮した
物流体制の構築

納品一元化の推進（維持管理目標）

物流管理センター

※環境目標については、進捗状況・市場環境を考慮し、目標数値を見直す場合があります。
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