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■総投入エネルギーの推移

10,827

■総投入資材量※の推移

2011

2010

2009

2008

11,676 
（百t）（年度）

9,863

11,635

※開発・設計と工場生産の合計

2011 3,269（193,322ｔ-CO2）
3,292（194,581ｔ-CO2）2010

3,282（193,743ｔ-CO2）2009

3,687（217,407ｔ-CO2）2008

（TJ）

（    ）内はCO2排出量

（年度）

※輸送については２００９年度から省エネ法の算定方法に変更。
開発・設計 解体・処理工場生産 輸送 施工

投
入
資
源
量

資源

紙 752.4t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エネルギー 572,020GJ

軽油 15,232kℓ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資源 1,095,200t

木類
プラスチック類
金属類

175,600t
23,800t
293,000t

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

292,900t
6,000t

303,900t

・・・・・・・　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　

ガラス・陶磁器類
紙類
その他

エネルギー 862,947GJ

電力
ガソリン
都市ガス

50,326MWh
10,380kℓ
723千m3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

エネルギー 802,440GJ

電力
灯油
A重油
ガソリン

49,138MWh
874kℓ
1,077kℓ
80kℓ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

98kℓ
2,519t

3,223千m3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・ 　　　 

軽油
LPG
都市ガス・LNG

排
出
量

廃棄物 646.9t 

紙
ビン
カン
ペットボトル
紙コップ
一般ゴミ※1

不燃ゴミ・産業廃棄物※1

468.2t
33.1t
56.1t
27.6t
8.3t
33.6t
20.0t

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・・・　

廃棄物 21,374t

木くず
プラスチック類
金属類
ガラス・陶磁器類

・・・・・・・・・・・・・　　　　　

・・・・　　　  

・・・・・・・・・・・・　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　　

・・・・・・・・・・・・・・・　　　　　

・・・・・・・・・・・・・・　　　　

紙類
汚泥
その他

CO2

エネルギー消費に伴う排出量
44,650t-CO2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　

CO2

エネルギー消費に伴う排出量
38,467t-CO2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　

CO2

エネルギー消費に伴う排出量
39,967t-CO2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　

※1 本社ビルのみの排出量 （　）内はリサイクル率

開発・設計 工場生産 輸送

8,893t（100％）
527t（100％）
4,930t（100％）

3,921t（100％）

200t（100%）
2,523t（100%）
380t（100%）

当社は、環境保全活動を効果のあるものにするために、住宅の開発・設計、工場生産、輸送、施工、居住、解体・処理の

ライフサイクルの各段階における環境負荷を、グループ会社や協力会社と共同で把握しています。
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WEB関連項目
WEB

●住宅のエネルギー消費　●生産時のCO2排出削減の取り組み　●輸送時のCO2排出削減の取り組み　●居住時のCO2排出削減の取り組み　●事務所で取り組むCO2排出削減の取り組み　             

マテリアルバランス（事業活動の環境負荷の把握）

2011年度の事業活動に伴う環境負荷データ

投入・排出の経年変化

サステナブル・マネジメント



INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

開発・設計

722.1

■排出量（一般廃棄物など）の推移

2011

2010

2009

2008

646.96
（t）（年度）

676.7

664.2

※工場生産について2009年度から集計項目の一部を見直しました。

■排出量（産業廃棄物など）の推移

2011

295,1002010

254,0002009

325,8002008

（t）（年度）

308,9003

工場生産 施工 解体・処理

資源

工場から納入

エネルギー 450,535GJ

電力
軽油
重油
灯油

12,575MWh
4,576kℓ
2,753kℓ
4,577kℓ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エネルギー 580,693GJ

電力
軽油
ガソリン

17,487MWh
1,411kℓ
10,464kℓ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・         

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・　

廃棄物 228,600t

木くず
金属くず
ガラス・陶磁器くず・土砂

石膏ボード
コンクリートガラ
混合

44,100t（93%）
4,800t（100%）

35,100t
6,900t

122,400t（98%）
15,300t

・・・・・・・・・・・・・・・　                

・・・・・・・・・・・ 　               

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・  　　             

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

廃棄物 58,876t

木材
プラスチック類
金属類
窯業系材料
紙類
石膏ボード
その他

10,175t（100%）
12,570t（100%）
4,274t（100%）
9,597t（100%）
7,120t（100%）
12,203t（100%）
2,937t（100％）

・・・・・・・・・・・・・・・　

・・・  

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・　

・・・・・・・・・・・・・・

CO2

エネルギー消費に伴う排出量
34,611t-CO2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　

CO2

エネルギー消費に伴う排出量
35,627t-CO2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　

（　）内はリサイクル率 （　）内はリサイクル率

施工 居住 解体・処理

居住時の環境負荷につい
ては、居住者の住まい方
に大きく依存し、当社が主
体的に取り組めない部分
であるため、当社のマテリ
アルバランスからは除外
していますが、その負荷削
減に向けた積極的な提案
を進めています。

P.45-47参照
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               ●環境会計　●サイトレポート　●マテリアルバランス

報告対象範囲である2011年2月～2012年1月の実
績をもとに算出。CO2排出量=各エネルギー消費量
×(社)プレハブ建築協会採用のCO2排出原単位。
施工時のエネルギーおよび解体時のエネルギー、
廃棄物は、報告対象期間外の実績を含みます。

開発・設計（営業・管理部門を含む）
●資材／OA紙類の購入量
●エネルギー／2011年度における事業所の光熱費
データから電気、ガス、ガソリンの消費量を算出

●廃棄物／本社ビル廃棄物実回収データおよび
全国32モデル事業所のサンプル調査に基づき
全社排出量を算出

工場生産
●資材／投入資源量=（各型式の単位面積当た
り資材使用量※2×2011年度の各型式の出荷
面積）+工場廃棄物総量

※2 戸建住宅実物件10棟の調査結果による自社工場・
　メーカー工場を含む

●エネルギーおよび廃棄物／2011年度におけ
る自社５工場の調査データ

輸送
●エネルギーの使用の合理化に関する法律の特
定荷主の算定方法に準拠（2011年度データ）

施工
●エネルギー／ガソリン消費量=総職人数※3×1
人当たりの年間平均実働日数※4×1人1日当た
りの消費量／電力消費量=1日当たりの仮設
電力使用量×1棟当たりの工期日数※5×出荷
棟数※6／軽油消費量=1棟当たりの重機使用
による消費量×出荷棟数※6

※3 2011年1月現在
※4 2009年度調査データ
※5 2011年8月～2011年1月調査データ
※6 2011年度調査データ
●廃棄物／新築、アフターメンテナンス、リフォー
ムの施工現場から回収された廃棄物の量

解体・処理
●エネルギー／（解体重機の燃料消費量+廃棄物輸送
トラックの燃料消費量+廃棄物処理、処分場の燃料お
よび電力消費量）×2011年度の解体工事受注棟数
●廃棄物／解体工事1棟当たりの廃棄物量×2011
年度の解体受注棟数

※ 大多数を占める在来木造住宅の解体工事廃棄物の
　調査結果を掲載

各データの算出について

各段階の環境保全コスト（投資・費用）と効果を示す環境会計データについてはWEBを参照ください。




