
環境報告の基本的事項
❶ 報告にあたっての基本的要件 CSRレポート

2016 ホームページ NSKレポート
2016

（1）対象組織の範囲･対象期間 ア. 報告対象組織 P.1 対象範囲

イ. 報告対象期間 P.1 対象期間

ウ. 報告対象組織及び報告対象期間を変
更した場合、その旨

該当なし

（2）対象範囲の補足率と対象期
間の差異

ア. 報告対象組織を限定した場合、対象範
囲の決定方針

該当なし

イ. 報告対象組織の事業全体（連結決算対
象組織全体）に占める環境負荷等の割
合（「補足率」）又は報告対象組織に係
わる経営指標等

環境マネジメントの対象
範囲

ウ. 報告対象期間の財務会計期間との差異 該当なし

（3）報告方針 ア. 報告において採用した方針等に関する
事項（記載事項の決定過程や他の報告
との関連性など）

P.1 編集方針

イ. 準拠あるいは参考にした環境報告等に
関する基準又はガイドライン等（業種
毎のものを含む）

P.1 参考としたガイドライン

（4）公表媒体の方針等 ア. 公表媒体における掲載等の方針に関
する事項（環境報告の構成一覧と各公
表媒体に掲載した情報の範囲、ウェブ
の利用に関する開示ルール）

P.1 編集方針 本表

イ. 公表媒体別の入手や閲覧の方法（冊子
等の入手方法、ウェブサイトのURLなど）

P.1 補足情報をｗｅｂサイトに掲載 CSRレポート・補足
資料冊子のご請求

ウ. 作成部署及び事務連絡先（担当者名、電
話番号、FAX番号、電子メールアドレス等）

裏表紙 お問い合わせ先

エ. 環境報告書の発行日 裏表紙 お問い合わせ先

オ. 環境報告の外部審査を受信した場合
は、その旨

❷ 経営者の緒言

ア. コミットメント（取組方針の実行につい
ての明言）

P.12～13 トップメッセージ

イ. 経営責任者による重要な課題及び取
組方針の説明、並びに署名

P.12～13 トップメッセージ

❸ 環境報告の概要

（1）環境配慮経営の概要　 ア. 事業の概要 P.3～5 NSKグループの事業と会社概要 企業情報

投資家情報

イ. 環境配慮経営の概要 P.7 NSKグループのCSRの考え方

P.58～61 環境マネジメント

（2）KPIの時系列一覧 ア. KPI（概ね5年分） P.63 環境貢献型の開発製品数の推移

P.66 CO₂排出量原単位・排出量の推移
（日本･生産）

P.66 CO₂排出量原単位･排出量の推移
（日本以外･生産）

P.67 CO₂排出量原単位･排出量の
推移（日本･物流）

P.95 地域・国別のエネルギー使用量、
CO₂排出量推移（生産事業所）

P.70 廃棄物等の総排出量（生産）

P.70 産業廃棄物の排出量原単位（日本･
生産）

P.70 リサイクル率（生産）

P.70 埋立処分率（日本･生産）

P.70 包装、梱包資材廃棄量、原単位の
推移

P.95 地域・国別の廃棄物等総排出量、埋
立処分量、リサイクル率（生産事業所）

P.71 水使用量･原単位の推移（日本･生産）

P.71 水使用量･原単位の推移（日本以外
･生産）

P.96 地域・国別の水使用量、排水量推移
(生産事業所)

環境報告書ガイドライン（2012年版）対照表
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環境報告の基本的事項（続き）
❸ 環境報告の概要（続き） CSRレポート

2016 ホームページ NSKレポート
2016

（2）KPIの時系列一覧（続き） ア. KPI（概ね5年分） P.75 塩素系添加剤を含む加工油剤の品
目数の推移（生産）

P.75 PRTR法対象物質の取扱量および
原単位の推移（日本･生産）

イ. KPIに関する補足情報 P.92～93 環境パフォーマンスデータ集計範囲 CSRレポート・補足資料

（3）個別の環境課題に関する
対応総括

ア. 個別の環境課題について、環境配慮の
取組方針に対応した戦略及び改善策
等の総括

P.58～61 環境マネジメント 目標/実績
2015年度の活動概要

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の
目標 環境自主行動計画

イ. 数値情報に関する補足情報 P.92～93 環境パフォーマンスデータ集計範囲 CSRレポート・補足資料

❹ マテリアルバランス

ア. 事業活動に伴う資源･エネルギーの投
入から環境負荷物質の排出状況、製品
･商品･サービスの産出･販売まで、事
業活動の全体像

P.58 NSKグループの環境マネジメント 製品のライフサイクルと環
境活動

P.6～9 企業
価値創造モデ
ル

イ. 総量による数値情報 P.61 事業活動における投入資源量と
排出量

ウ. 数値情報に関する補足情報 P.61 事業活動における投入資源量と
排出量 注記

「環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況」を表す情報･指標
❶ 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等 CSRレポート

2016 ホームページ NSKレポート
2016

（1）環境配慮の方針 ア. 環境配慮の方針 P.58 NSK環境方針 環境方針と環境行動指針

P.59 環境行動指針

（2）重要な課題、ビジョン及び
事業戦略等

ア. 重要な課題（環境への影響等との関連
を含む）

P.7 NSKグループのCSR NSKグルー
プのCSRの考え方 「本業のビジネ
スを通じ、円滑で安全な社会と地球
環境の保全、さらに持続可能な社
会の実現に貢献すること」

イ. 環境配慮のビジョン、
事業戦略及び計画

P.59～60 環境マネジメント（目標/実績　中期
目標（2016年度～2018年度））

ウ. その他、関連して記載する事項 P.53 リスクマ
ネジメント

❷ 組織体制及びガバナンスの状況

（1）環境配慮経営の組織体制等 ア. 環境配慮経営を実行するための組織体制 P.58 環境マネジメント 環境マネジメント体制

イ. 全社的な経営組織における位置付け

ウ. 環境マネジメントシステム（EMS）の構
築及び運用状況

P.90～91 ISO14001の認証取得の状況 ISO14001認証取得の
状況

エ. 環境報告の信頼性に係る内部統制（情
報チェックの社内体制など）

P.21 内部統制システムの構築

（2）環境リスクマネジメント体制 ア. 環境リスクマネジメント体制の整備及
び運用の状況（組織の役割、責任と権
限、位置付けなど）

P.21～23 リスク管理（災害リスク管理体制） 法令の遵守と環境リスク
対策

イ. 想定される環境に関するリスク（自然災
害・事故等の緊急事態を含む）の内容と
対応状況（防止・予防策、訓練等）

P.59～60 環境監査、法令遵守・環境リスク対
策

P.53 リスクマ
ネジメント

（3）環境に関する規制等の
遵守状況

ア. 事業活動との関係が強い重要な法規
制等（その他の義務等を含む）を遵守し
ていることの確認方法とその結果

P.59～60 環境監査、法令遵守・環境リスク対
策

法令の遵守と環境リスク
対策

大気汚染物質測定結果

水質汚濁物質測定結果

イ. 重要な法規制等の違反の有無（少なくと
も過去3年以内の違反について）

該当なし

❸ ステークホルダーへの対応の状況

（1）ステークホルダーへの対応
　

ア. ステークホルダーへの対応に関する方
針、計画、取組状況、実績等

P.8～11 NSKグループのステークホルダー

（2）環境に関する社会貢献活動 ア. 環境に関する社会貢献活動の取組方
針、目標、計画、取組状況、実績等

P.58 NSK環境方針（3. 社会への貢献）

P.59 環境行動指針（7）

P.76～77 生物多様性保全

P.56 地域社会との共生 環境会計（社会活動コスト 
日本経団連自然保護基金
などへの寄付）
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「環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況」を表す情報･指標（続き）
❹ バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況 CSRレポート

2016 ホームページ NSKレポート
2016

（1）バリューチェーンにおける
環境配慮の取組方針、
戦略等

ア. バリューチェーンにおける重要な課題、
取組方針、戦略及び計画、目標、分析
･評価、改善策等

P.62～64 環境貢献型製品の創出（方針、目標
/実績、活動概要）

製品のライフサイクルと環
境活動

P.65～68 地球温暖化対策（物流関係の方針、
目標/実績、活動概要等）

地球温暖化対策 
物流での取組み

P.69～72 省資源･リサイクル対策（物流関係
の方針、目標/実績、活動概要等）

省資源・リサイクル対策 
物流での取組み

P.73～75 環境負荷物質対策 （開発・設計（環
境負荷物質を含まない製品づくり）
調達関係の方針、目標/実績、活動
概要等）

環境負荷物質対策 
調達での取り組み

P.76 生物多様性保全
（物流関係の行動指針）

イ. その他、関連して記載する事項 P.23 リスク管理 災害に強いサプライ
チェーンづくりへの取り組み

（2）グリーン購入･調達 ア. 調達･購入における環境配慮の取組方
針、戦略及び計画、目標、実績、分析･
評価、改善策等

P.73～75 環境負荷物質対策 （調達関係の方
針、目標/実績、活動概要等）

調達基本方針

NSKグループ グリーン調
達基準書P3 目的

イ. 調達先に対して、更に川上へ環境配慮
を要請している場合、その内容

サプライヤーCSRガイドラ
イン

（3）環境負荷低減に資する製品･
サービス等

ア. 製品･サービス等における環境配慮の
取組方針、戦略及び計画、目標、実績、
分析･評価、改善策等

P.62～64 環境貢献型製品の創出 環境配慮型製品開発の
基本方針

（4）環境関連の新技術･
研究開発

ア. 環境関連の新技術･研究開発の取組
方針、戦略及び計画、目標、実績、分
析･評価、改善策等

P.30～33 研究開発 環境に貢献する技術

P.62～64 環境貢献型製品の創出 
NSK環境効率指標（Neco）

環境効率指標 Neco

（5）環境に配慮した輸送 ア. 輸送における環境配慮の取組方針、戦
略及び計画、目標、実績、分析･評価、
改善策等

P.65～68 地球温暖化対策 
（物流関係の方針、目標/実績、活
動概要等）

地球温暖化対策 
物流での取組み

省資源・リサイクル対策 
物流での取組み

（6）環境に配慮した
資源･不動産開発/投資等

ア. 資源･不動産開発における環境配慮の
取組方針、戦略及び計画、目標、実績、
分析･評価、改善策等

イ. 投資等における環境配慮の取組方針、
戦略及び計画、目標、実績、分析･評
価、改善策等

（7）環境に配慮した廃棄物処理/
リサイクル

ア. 廃棄物処理/リサイクルにおける環境
配慮の取組方針、戦略及び計画、目
標、実績、分析･評価、改善策等

P.69～72 省資源･リサイクル対策
 （方針、目標/実績、活動概要等）

環境貢献型製品 
環境に貢献する技術 
廃棄段階での環境効果

省資源・リサイクル対策 
工場での取り組み

「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報･指標
CSRレポート
2016 ホームページ NSKレポート

2016
各記載事項の共通事項 ア. 環境負荷の低減対策に関する方針及び

計画、目標、取組状況及び改善策等
P.14～15 2015年度の実績と2016年度の目標

P.58 環境マネジメント（方針、目標/実
績、2015年度の活動概要）

P.58～61 NSK環境方針（2. 環境負荷の低減）

P.59 環境行動指針(5)

イ. 総量・（必要に応じて）原単位による
数値情報

P.57～77 環境～地球環境の保全を目指した
活動～ 各項目に数値情報を掲載

CSRレポート・補足資料

ウ. 数値情報に関する補足情報 P.92～93 環境パフォーマンスデータ集計範囲 環境マネジメントの対象範
囲 環境情報、データの開示
について

❶ 資源･エネルギーの投入状況

（1）総エネルギー投入量及びそ
の低減対策

ア. 総エネルギー投入量の低減対策に関
する方針及び計画、目標、取組状況及
び改善策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の
目標

地球温暖化対策 方針

P.65～68 地球温暖化対策 （方針、目標/実
績、活動概要等）

P.61 事業活動における投入資源量と排
出量 INPUT エネルギー

地球温暖化対策 
工場での取り組み

イ. 総量･原単位による数値情報 P.95 地域・国別のエネルギー使用量の
推移

事業所別のエネルギー関
連データ

ウ. 数値情報に関する補足情報
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「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報･指標（続き）
❶ 資源･エネルギーの投入状況（続き） CSRレポート

2016 ホームページ NSKレポート
2016

（2）総物質投入量及び
その低減対策

ア. 総物質投入量（又は主要な原材料等の
購入量、容器包装材を含む）の低減対
策に関する方針及び計画、目標、取組
状況及び改善策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の目標

P.69～72 省資源･リサイクル対策（方針、目標
/実績 2015年度の活動概要（省資
源関連）

イ. 総量･原単位による数値情報 P.61 事業活動における投入資源量と排
出量 INPUT 資材・部品

ウ. 数値情報に関する補足情報

（3）水資源投入量及び
その低減対策

ア. 水資源投入量の低減対策に関する方
針及び計画、目標、取組状況及び改善
策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の目標

P.69～72 省資源･リサイクル対策（方針、目標
/実績 2015年度の活動概要（水使
用量削減関連）

イ. 総量･原単位による数値情報 P.71 水使用量･原単位の推移
（日本･生産）

P.71 水使用量･原単位の推移
（日本以外･生産）

事業所別の水資源・
廃棄物関連データ

P.96 地域・国別の水使用量推移

ウ. 数値情報に関する補足情報

❷ 資源等の循環的利用の状況（事業エリア内）

ア. 物質の循環的利用に関する方針及び
計画、目標、取組状況及び改善策等

P.69～72 省資源･リサイクル対策（方針、目標
/実績 2015年度の活動概要（水使
用量削減関連）

イ. 総量･原単位による数値情報

ウ. 数値情報に関する補足情報

❸ 生産物･環境負荷の産出･排出等の状況

(1) 総製品生産量又は総商品販
売量等

ア. 総製品生産量及び総商品販売量、サー
ビス等の業務提供量

P.3 NSKグループの事業と会社概要 
経営指標 売上高

イ. 補足情報

(2) 温室効果ガスの排出量及び
その低減対策

ア. 温室効果ガス等排出量の低減対策に
関する方針及び計画、目標、取組状況
及び改善策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の
目標（省エネルギー･CO₂排出抑制
への取り組み）

地球温暖化対策 方針
地球温暖化対策 工場で
の取り組み
地球温暖化対策 物流で
の取り組み

イ. 総量･原単位による数値情報 P.61 事業活動における投入資源量と排
出量 OUTPUT 排出ガス（CO₂）

P.66 CO₂排出量原単位･排出量の推移
（日本･生産）

事業所別のエネルギー
関連データ

P.66 CO₂排出量原単位･排出量の推移
（日本以外･生産）

P.67 CO₂排出量原単位・排出量の推移
（日本・物流）

P.95 地域・国別のCO₂排出量推移

ウ. 数値情報に関する補足情報 P.65 CO₂排出量原単位（計算式）

P.66 CO₂排出量の地域別内訳（生産）
※CO₂以外の温室効果ガス排出量

P.66 温室効果ガス排出量検証報告（日本）

(3) 総排水量及びその低減対策 ア. 排水量の低減対策及び汚濁負荷量の
低減対策に関する方針及び計画、目
標、取組状況及び改善策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の
目標（環境法規制遵守・環境リスク
対策 排出基準超過"ゼロ"）

P.58 環境マネジメント（方針）

P.58 NSK環境方針（2. 環境負荷の低減）

P.60 法令遵守・リスク対策

イ. 総量による数値情報 P.61 事業活動における投入資源量と排
出量
OUTPUT 排水（排出量、BOD）

事業所別の水資源・
廃棄物関連データ

水質汚濁物質測定結果

P.96 地域・国別の排水量推移

ウ. 数値情報に関する補足情報
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「事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況」を表す情報･指標（続き）

❸ 生産物･環境負荷の産出･排出等の状況（続き） CSRレポート
2016 ホームページ NSKレポート

2016
（4）大気汚染、生活環境に係る

負荷量及びその低減対策
ア. 大気汚染物質の排出防止、騒音、振
動、悪臭の低減対策に関する方針及び
計画、目標、実績、取組状況及び改善
策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の
目標（環境保全活動を推進する仕組
み 排出基準超過"ゼロ"）

P.58 環境マネジメント（方針）

P.58 NSK環境方針
（2. 環境負荷の低減）

イ. 総量･濃度等による数値情報 P.61 事業活動における投入資源量と排
出量 OUTPUT 排出ガス（NOx、
SOx）

大気汚染物質測定結果

ウ. 数値情報に関する補足情報

（5）化学物質の排出量、
移動量及びその低減対策

ア. 化学物質の管理、排出量･移動量の低
減対策、より安全な物質への代替措
置、安全対策等について、方針、計画、
目標、取組状況及び改善策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の
目標（環境負荷物質の適正な管理）

環境負荷物質対策 方針

P.73～75 環境負荷物質対策（方針、目標/実
績、2015年度の活動概要）

環境負荷物質対策 
工場での取り組み

イ. 総量･原単位による数値情報 P.61 事業活動における投入資源量と排出
量 OUTPUT 環境負荷物質（日本）

PRTR法対象物質の排出
量･移動量

P.75 塩素系添加剤を含む加工油剤の品
目数推移（生産）

P.75 PRTR法対象物質の取扱量および
原単位の推移（日本･生産）

ウ. 数値情報に関する補足情報

（6）廃棄物等総排出量、廃棄物埋
立処分量及びその低減対策

ア. 廃棄物等の発生抑制、削減、管理方
法、処理･処分方法、リサイクル対策等
に関する方針、計画、目標、取組状況
及び改善策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の目
標（資源の有効活用への取り組み）

省資源・リサイクル対策 
方針

P.69～72 省資源･リサイクル対策（方針、目標
/実績、2015年度の活動概要）

省資源・リサイクル対策 
工場での取り組み

イ. 総量･原単位による数値情報 P.61 事業活動における投入資源量と排
出量 OUTPUT 廃棄物等

P.70 廃棄物等の総排出量（生産） 国別の廃棄物関連データ推移

P.95 地域・国別の廃棄物等総排出量、
埋立処分量、リサイクル率

P.70 産業廃棄物の排出量原単位（日本･
生産）

事業所別の水資源・
廃棄物関連データ

P.70 リサイクル率（生産）

P.70 埋立処分率（日本･生産）

P.70 物流／包装、梱包資材廃棄量、原
単位の推移

ウ. 数値情報に関する補足情報

（7）有害物質等の漏出量及び
その防止対策

ア. 有害物質等の漏出防止に関する
方針、取組状況及び改善策等

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の
目標（環境保全活動を推進する仕組
み 油などの流出事故"ゼロ"）

P.58 NSK環境方針
（2. 環境負荷の低減）

P.20～23 内部統制とリスク管理

イ. 災害･事故等による漏出が発生した場
合、有害物質等の漏出量及びその対
応状況

P.60 法令遵守・環境リスク対策 土壌・
地下水汚染の浄化

❹ 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況

ア. 生物多様性の保全や持続可能な利用、
遺伝資源から得られる利益の公正かつ
衡平な配分に関する方針、計画、目標、
取組状況及び改善策等（事業とは直接
関連しない社会貢献活動も含む）

P.14～15 2015年度の実績と2016年度の
目標（生物多様性の保全に向けた
取り組み）

P.76～77 生物多様性保全（方針、目標/実績、
2015年度の活動概要）

イ. 総量･原単位による数値情報

ウ. 数値情報に関する補足情報

86

NSK CSRレポート2016

NSKグループ
について

第1章
ガバナンス

第3章
品質保証

第2章
研究開発

第4章
労働慣行

第5章
地域社会との共生

第6章
環境 補足資料



「環境配慮経営の経済･社会的側面に関する状況」を表す情報･指標
❶ 環境配慮経営の経済的側面に関する状況 CSRレポート

2016 ホームページ NSKレポート
2016

（1）事業者における経済的側面
の状況

ア. 環境配慮経営に関連する財務数値（環
境会計情報等）

P.94 環境会計

イ. 上記の財務数値に関する補足情報 P.94 環境会計

（2）社会における経済的側面の
状況

P53 リスクマネ
ジメント

❷ 環境配慮経営の社会的側面に関する状況

P.1 外部機関からの評価

その他の記載事項等
❶ 後発事象等 CSRレポート

2016 ホームページ NSKレポート
2016

（1）後発事象 ア. 後発事象の内容 該当なし ー ー

（2）臨時的事象 ア. 臨時的事象の内容 該当なし ー ー

❷ 環境情報の第三者審査等

P.97 温室効果ガス排出量検証報告
(日本）
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