ガイドライン対照表

「準拠」に関するGRI内容索引

本報告書は、GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」（G4）の「中核（Core）」に準拠していま
す。

一般標準開示項目
戦略および分析
項目
G4‒1

掲載ページ／関連情報

外部保証

掲載ページ／関連情報

外部保証

組織の持続可能性の関連性と戦略に関する組織の最高 トップコミットメント
意思決定者の声明

組織のプロフィール
項目

G4‒3
G4‒4
G4‒5

G4‒6
G4‒7
G4‒8
G4‒9
G4‒10
G4‒11
G4‒12
G4‒13
G4‒14
G4‒15
G4‒16

組織の名称
主要なブランド、製品およびサービス
組織の本社の所在地
組織が事業展開している国の数、および特に関連のあ
る国の名称
組織の所有形態や法人格の形態

積水ハウスについて
積水ハウスグループの事業
積水ハウスについて

CSV戦略⑥海外への事業展開

積水ハウスについて
積水ハウスグループの事業
参入市場
CSV戦略⑥海外への事業展開
積水ハウスについて
組織の規模
積水ハウスグループの事業
雇用の内訳
会社概要
団体交渉協定の対象となる全従業員の比率
該当なし
CSV戦略②生物多様性の保全
組織のサプライチェーン
サプライチェーン・マネジメント
報告期間中に発生した重大な変更
なし
予防的アプローチや予防原則への取り組み
「化学物質ガイドライン」の運用
経済、環境、社会憲章、原則、その他のイニシアティ 「エコ・ファーストの約束」と進捗
ブへの署名または支持
キッズデザイン協議会
住環境の質の向上を目指した団体活動及
団体や国内外の提言機関における会員資格
び提言活動
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特定されたマテリアルな側面とバウンダリー
項目
G4‒17

G4‒18
G4‒19
G4‒20
G4‒21
G4‒22
G4‒23

掲載ページ／関連情報

外部保証

掲載ページ／関連情報

外部保証

積水ハウスについて
組織の連結対象であるすべての事業体および報告対象 編集方針
からの除外
有価証券報告書
報告書の内容および側面のバウンダリーの確定プロセ 編集方針
ス、「報告内容に関する原則」の適用
マテリアルな側面の特定
特定したすべてのマテリアルな側面
マテリアルな側面の特定
各マテリアルな側面について、組織内の側面のバウン マテリアルな側面の特定
ダリー
「準拠」に関するGRI内容索引
各マテリアルな側面について、組織外の側面のバウン マテリアルな側面の特定
ダリー
「準拠」に関するGRI内容索引
理念と価値創造の歩み
過去の報告書で提供した情報を修正再記述する場合に
自然災害からの復旧・復興に向けた取り
は、その影響および理由
組み
スコープおよび側面のバウンダリーについて、過去の 該当事象なし
報告期間からの重要な変更

ステークホルダー・エンゲージメント
項目

G4‒24
G4‒25
G4‒26
G4‒27

ステークホルダー・グループの一覧
ステークホルダーの特定および選定基準

ステークホルダーエンゲージメント
ステークホルダーエンゲージメント
株主・投資家の皆様とのコミュニケーシ
ステークホルダー・エンゲージメントへの組織のアプ ョン
ローチ方法
ステークホルダーエンゲージメント
ステークホルダー・エンゲージメントにより提起され ステークホルダーエンゲージメント
た主なテーマおよび対応、提起したステークホルダー CSR委員会・社外委員からのコメント
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報告書のプロフィール
項目

G4‒28
G4‒29
G4‒30
G4‒31
G4‒32

G4‒33

提供情報の報告期間（会計年度、暦年など）
最新の発行済報告書の日付（該当する場合）
報告サイクル（年次、隔年など）
報告書またはその内容に関する質問の窓口

掲載ページ／関連情報

外部保証

掲載ページ／関連情報

外部保証

掲載ページ／関連情報

外部保証

編集方針
編集方針
編集方針
編集方針
編集方針
選択した「準拠」のオプション、GRI内容索引、外部 独立保証報告書
保証を受けている場合、参照情報
「準拠」に関するGRI内容索引
報告書の外部保証に関する組織の方針および現在の実 独立保証報告書
務慣行

ガバナンス
項目
G4‒34

CSR委員会とCSR推進体制
組織のガバナンス構造、経済、環境、社会影響に関す
コーポレートガバナンス・内部統制シス
る意思決定の責任を負う委員会があれば特定
テム

倫理と誠実性
項目
G4‒56

組織の価値、理念および行動基準・規範

理念と価値創造の歩み
企業理念・CSR方針
サプライチェーン・マネジメント
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特定標準開示項目
経済
項目

掲載ページ／関連情報

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
コーポレートガバナンス・内部統制シス
側面が重要である理由、マネジメント方式およびマネ テム
DMA
ジメント手法の評価
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
経済的パフォーマンス
理念と価値創造の歩み
価値創造のプロセス
株主・投資家の皆様とのコミュニケーシ
G4‒EC1 創出、分配した直接的経済価値
ョン
有価証券報告書
決算短信
CSV戦略①住宅のネット・ゼロ・エネル
G4‒EC2 気候変動によって組織の活動が受ける財務上の影響、
その他のリスクと機会
ギー化
調達慣行
積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略②生物多様性の保全
活動2：合法で持続可能な木材「フェアウ
ッド」の利用促進
サプライチェーンでマイナスの影響を発生させる原因 コーポレートガバナンス・内部統制シス
固有のDMA となっている組織の調達慣行および調整するために取 テム
った措置
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
サプライチェーン・マネジメント
G4‒EC9 重要事業拠点における地元サプライヤーへの支出の比
お取引先との相互コミュニケーション
率
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外部保証

環境
項目

掲載ページ／関連情報

DMA

エネルギー

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
コーポレートガバナンス・内部統制シス
テム
側面が重要である理由、マネジメント方式およびマネ 企業理念・CSR方針
ジメント手法の評価
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
サプライチェーン・マネジメント
環境マネジメント

外部保証

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
コーポレートガバナンス・内部統制シス
テム
組織が国、地域、業界が定めるエネルギー関連の規制
固有のDMA や方針に従っているかどうか、およびその例
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
サプライチェーン・マネジメント
マテリアルバランス（事業活動の環境負 独立保証報告
G4‒EN3 組織内のエネルギー消費量
書
荷の把握）
マテリアルバランス（事業活動の環境負
G4‒EN5 エネルギー原単位
荷の把握）
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項目

生物多様性

掲載ページ／関連情報

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略②生物多様性の保全
コーポレートガバナンス・内部統制シス
固有のDMA 生物多様性マネジメントに関する方針の達成に向けた
テム
組織の戦略
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
保護地域の内部や隣接地域または保護地域外の生物多
G4‒EN11 様性価値の高い地域に所有、賃借、管理している事業 該当なし
サイト
大気への排出
積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略①住宅のネット・ゼロ・エネル
ギー化
コーポレートガバナンス・内部統制シス
固有のDMA 組織が国、地域、業界が定める何らかの排出物関連規
制や方針の適用を受けるか否か、およびその例
テム
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
マテリアルバランス（事業活動の環境負
G4‒EN15 直接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ1） 荷の把握）
G4‒EN16 間接的な温室効果ガス（GHG）排出量（スコープ2） マテリアルバランス（事業活動の環境負
荷の把握）
マテリアルバランス（事業活動の環境負
G4‒EN17 その他の間接的な温室効果ガス（GHG）排出（スコ
ープ3）
荷の把握）
マテリアルバランス（事業活動の環境負
G4‒EN18 温室効果ガス（GHG）排出原単位
荷の把握）
CSV戦略①住宅のネット・ゼロ・エネル
ギー化
活動1：「ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス」を拡大
CSV戦略①住宅のネット・ゼロ・エネル
G4‒EN19 温室効果ガス（GHG）排出量の削減量
ギー化
活動2：リフォームでの「省エネ・創エネ
提案」を強化
マテリアルバランス（事業活動の環境負
荷の把握）
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外部保証

独立保証報告
書
独立保証報告
書
独立保証報告
書

項目

掲載ページ／関連情報

排水および廃棄物
G4‒EN22

水質および排出先ごとの総排水量

G4‒EN23

種類別および処分方法別の廃棄物の総重量

製品およびサービス

G4‒EN27

コンプライアンス

製品およびサービスによる環境影響緩和の程度

外部保証

マテリアルバランス（事業活動の環境負
荷の把握）
CSV戦略④アフターサポートの充実によ
る住宅の長寿命化
活動2：住まいにかかわる資源の有効活用 独立保証報告
により、循環型社会の形成に寄与
書
マテリアルバランス（事業活動の環境負
荷の把握）

CSV戦略①住宅のネット・ゼロ・エネル
ギー化
活動1：「ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス」を拡大
CSV戦略①住宅のネット・ゼロ・エネル
ギー化
活動2：リフォームでの「省エネ・創エネ
提案」を強化
マテリアルバランス（事業活動の環境負
荷の把握）

環境法規制の違反に関する高額罰金の額、罰金以外の 該当なし
制裁措置の件数
サプライヤーの環境評価
積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略②生物多様性の保全
環境クライテリアを用いて新規サプライヤーを選別す コーポレートガバナンス・内部統制シス
固有のDMA るシステム、特定されたマイナスの影響および対応す テム
る措置
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
G4‒EN32 環境クライテリアにより選定した新規サプライヤーの
お取引先との相互コミュニケーション
比率
G4‒EN29
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社会
項目

労働慣行とディーセント・ワーク

DMA

雇用

掲載ページ／関連情報

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略⑤ダイバーシティの推進と人材
育成
側面が重要である理由、マネジメント方式およびマネ コーポレートガバナンス・内部統制シス
ジメント手法の評価
テム
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略⑤ダイバーシティの推進と人材
育成
組織のサプライチェーン内で行われている労働が、し コーポレートガバナンス・内部統制シス
固有のDMA かるべき制度的、法的枠組みに沿っていない状況およ テム
び対応措置
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
CSV戦略⑤ダイバーシティの推進と人材
育成
G4‒LA3 出産・育児休暇後の復職率と定着率（男女別）
活動1：ダイバーシティの推進
仕事と育児の両立サポート
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外部保証

項目

労働安全衛生

掲載ページ／関連情報

外部保証

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略⑤ダイバーシティの推進と人材
育成
コーポレートガバナンス・内部統制シス
テム
重篤な疾病に関して、労働者と家族、コミュニティの
固有のDMA メンバー支援のために設けているプログラム
企業理念・CSR方針
CSR委員会とCSR推進体制
「4つの価値」と「13の指針」に基づく
CSRマネジメント
マテリアルな側面の特定
看護や介護、休職従業員へ向けた各種支
援制度
独立保証報告
G4‒LA6 傷害の種類と、傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤の
労働災害発生状況
比率および業務上の死亡者数（地域別、男女別）
書
研修および教育
CSV戦略⑤ダイバーシティの推進と人材
従業員一人あたりの年間平均研修時間（男女別、従業
育成
G4‒LA9 員区分別）
活動2：「人間性豊かなプロフェッショナ
ル」の育成
多様性と機会均等
CSV戦略⑤ダイバーシティの推進と人材
育成
活動1：ダイバーシティの推進
G4‒LA12 ガバナンス組織の構成と従業員区分別の内訳（性別、
年齢、マイノリティーグループその他の多様性別）
コーポレートガバナンス・内部統制シス
テム
人権
積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略⑤ダイバーシティの推進と人材
育成
コーポレートガバナンス・内部統制シス
テム
側面が重要である理由、マネジメント方式およびマネ コンプライアンスの考え方
DMA
ジメント手法の評価
「企業倫理要項」の遵守
個人情報保護の取り組み
内部通報システムと公益通報者の保護
公正な取引
CSR委員会とCSR推進体制
マテリアルな側面の特定
サプライチェーン・マネジメント
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項目
投資

掲載ページ／関連情報

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略⑤ダイバーシティの推進と人材
育成
コーポレートガバナンス・内部統制シス
テム
コンプライアンスの考え方
固有のDMA 方針・手順を外部当事者に広げるための戦略、契約上
の人権クライテリア・人権条項の定め
「企業倫理要項」の遵守
個人情報保護の取り組み
内部通報システムと公益通報者の保護
公正な取引
CSR委員会とCSR推進体制
マテリアルな側面の特定
サプライチェーン・マネジメント
業務関連の人権側面についての方針、手順を内容とす ヒューマンリレーション推進体制
G4‒HR2 る従業員研修を行った総時間（研修を受けた従業員の
ヒューマンリレーション研修
比率を含む）
社会
積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略③技術開発・生産・施工品質の
維持・向上
CSV戦略④アフターサポートの充実によ
る住宅の長寿命化
コーポレートガバナンス・内部統制シス
側面が重要である理由、マネジメント方式およびマネ テム
DMA
ジメント手法の評価
コンプライアンスの考え方
「企業倫理要項」の遵守
個人情報保護の取り組み
内部通報システムと公益通報者の保護
公正な取引
CSR委員会とCSR推進体制
マテリアルな側面の特定
サプライチェーン・マネジメント
コンプライアンス
G4‒SO8 法規制への違反に対する相当額以上の罰金金額および
該当なし
罰金以外の制裁措置の件数
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外部保証

項目

製品責任

DMA

顧客の安全衛生

掲載ページ／関連情報
積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略③技術開発・生産・施工品質の
維持・向上
コーポレートガバナンス・内部統制シス
テム
コンプライアンスの考え方
側面が重要である理由、マネジメント方式およびマネ 「企業倫理要項」の遵守
ジメント手法の評価
個人情報保護の取り組み
内部通報システムと公益通報者の保護
公正な取引
CSR委員会とCSR推進体制
マテリアルな側面の特定
創業以来、一貫して「お客様第一」に徹
し、CS経営を推進
サプライチェーン・マネジメント

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略③技術開発・生産・施工品質の
維持・向上
CSV戦略④アフターサポートの充実によ
る住宅の長寿命化
CSV戦略⑥海外への事業展開
コーポレートガバナンス・内部統制シス
製品・サービスの安全衛生に関する改善のための影響
テム
固有のDMA 評価（ライフサイクル別）
コンプライアンスの考え方
「企業倫理要項」の遵守
個人情報保護の取り組み
内部通報システムと公益通報者の保護
公正な取引
CSR委員会とCSR推進体制
マテリアルな側面の特定
創業以来、一貫して「お客様第一」に徹
し、CS経営を推進
製品やサービスのライフサイクルにおいて発生した、
G4‒PR2 安全衛生に関する規制および自主的規範の違反事例の 該当なし
総件数（結果の種類別）
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項目

製品およびサービスのラベリング

掲載ページ／関連情報

積水ハウスグループ独自の強み
サステナビリティビジョン2050
中期経営計画とCSV戦略
CSV戦略④アフターサポートの充実によ
る住宅の長寿命化
固有のDMA 顧客満足度の評価、維持のために組織全体で実施して
いる慣行
コーポレートガバナンス・内部統制シス
テム
CSR委員会とCSR推進体制
マテリアルな側面の特定

G4‒PR5

顧客プライバシー
G4‒PR8
コンプライアンス
G4‒PR9

顧客満足度調査の結果

理念と価値創造の歩み
価値創造のプロセス
CSV戦略①住宅のネット・ゼロ・エネル
ギー化
活動1：「ネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウス」を拡大
CSV戦略④アフターサポートの充実によ
る住宅の長寿命化
活動1：お客様の暮らしを長期にわたって
サポートし、住宅の資産価値を維持・向
上

顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関 個人情報保護の取り組み
して実証された不服申立の総件数
製品およびサービスの提供、使用に関する法律や規制 コンプライアンスの考え方
の違反に対する相当額以上の罰金金額
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外部保証

ガイドライン対照表

環境報告ガイドライン（2012年版）対照表
環境報告の基本的事項

項目・指標

1.報告にあたっての基本的要件
（1）報告対象組織の範囲・対象期間
（2）対象範囲の捕捉率と対象期間の差異
（3）報告方針
（4）公表媒体の方針等

2.経営責任者の緒言
3.環境報告の概要
（1）環境配慮経営等の概要
（2）KPIの時系列一覧
（3）個別の環境課題に関する対応総括
4.マテリアルバランス

該当項目
編集方針
編集方針
編集方針
編集方針
報告書ダウンロード
独立保証報告書
トップコミットメント

積水ハウスグループの事業
理念と価値創造の歩み
CSRマネジメント
環境目標と実績
社会性目標と実績
各CSV戦略ページに、関連するKPIを掲載しています。
環境目標と実績
マテリアルバランス（事業活動の環境負荷の把握）
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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
項目・指標

該当項目

1. 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等

理念と価値創造の歩み
中期経営計画とCSV戦略
「エコファースト」の取り組み
トップコミットメント
理念と価値創造の歩み

（1）環境配慮の方針
（2）重要な課題、ビジョン及び事業戦略等
2. 組織体制及びガバナンスの状況

CSRマネジメント
環境マネジメントの推進・方針
ISO14001認証取得
リスクマネジメント－廃棄物処理
リスクマネジメント－解体工事
リスクマネジメント－土壌汚染
環境マネジメントの推進・方針
マテリアルバランス（事業活動の負荷の把握）

（1）環境配慮経営の組織体制等
（2）環境リスクマネジメント体制
（3）環境に関する規則等の遵守状況
3. 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
（2）環境に関する社会貢献活動等
4. バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況

ステークホルダーエンゲージメント
マテリアルな側面の特定
各地で学びの場を提供し、展開する教育貢献活動
環境教育プログラムや職場体験、出張授業の実施
「住空間ecoデザインコンペティション」「建築新人戦」を開催
積水ハウスマッチングプログラム

CSV戦略②生物多様性の保全
（1）バリューチェーンにおける環境配慮の取組方針、 フェアウッド調達
戦略等
サプライチェーン・マネジメント
お取引先との相互コミュニケーション
CSV戦略②生物多様性の保全
フェアウッド調達
（2）グリーン購入・調達
サプライチェーン・マネジメント
「グリーン購入」の推進
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項目・指標

（3）環境負荷低減に資する製品・サービス等

（4）環境関連の新技術・研究開発

（5）環境に配慮した輸送
（6）環境に配慮した資源・不動産開発／投資等
（7）環境に配慮した廃棄物処理／リサイクル

該当項目

CSV戦略①住宅のネット・ゼロ・エネルギー化
「グリーンファースト ゼロ」の普及・拡大
賃貸住宅「シャーメゾン グリーンファースト」を推進
日本初のZEH分譲マンションを名古屋に計画
「東松島市スマート防災エコタウン」電力マネジメントシステム稼働開始
CSV戦略②生物多様性の保全
「5本の樹」計画
「5本の樹」いきもの調査
CSV戦略④アフターサポートの充実による住宅の長寿命化
住宅内でのロボット技術の応用に関する共同研究・開発を開始
リノベーションによるCO 2排出量ゼロとゼロエネルギー実現に向け、長期居住
実験を開始
鳥取県で進む「水素エネルギー実証（環境教育）拠点整備プロジェクト」
R&Dの拠点「総合住宅研究所」
HEMSを活用した暮らしのサポート
輸送時のCO 2排出削減の取り組み－輸送時のエネルギー消費
輸送時のCO 2排出削減の取り組み－ハブ化物流への取り組み
CSV戦略①住宅のネットゼロエネルギー化
CSV戦略⑥海外への事業展開
スマートな技術を生かした、持続可能なまちづくり「スマートコモンシティ」
CSV戦略④アフターサポートの充実による住宅の長寿命化
広域認定制度を利用したゼロエミッション

- 521 環境報告ガイドライン（2012年版）対照表

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
項目・指標

1. 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
（2）総物質投入量及びその低減対策
（3）水資源投入量及びその低減対策
2. 資源等の循環的利用の状況（事業エリア内）
3. 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

該当項目
マテリアルバランス（事業活動の環境負荷の把握）
生産時のCO 2排出削減の取り組み
輸送時のCO 2排出削減の取り組み
事務所で取り組むCO 2排出削減
マテリアルバランス（事業活動の環境負荷の把握）
「グリーン購入」の推進
マテリアルバランス（事業活動の環境負荷の把握）
グループにおける水使用量
マテリアルバランス（事業活動の環境負荷の把握）
工場生産におけるゼロエミッション活動

積水ハウスグループの事業
CSV戦略①住宅のネットゼロエネルギー化
マテリアルバランス（事業活動の環境負荷の把握）
（2）温室効果ガスの排出量及びその低減対策
生産時のCO 2排出削減の取り組み
輸送時のCO 2排出削減の取り組み
事務所で取り組むCO 2排出削減
サイトレポート
（3）総排水量及びその低減対策
グループにおける水使用量
（4）大気汚染、生活環境に係る負荷量及びその低減対 サイトレポート
策
PRTR－工場で使用する化学物質の管理
PRTR－工場で使用する化学物質の管理
（5）化学物質の排出量、移動量及びその低減対策
サイトレポート
「化学物質ガイドライン」の運用
マテリアルバランス（事業活動の環境負荷の把握）
（6）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低 循環型の社会づくり－工場生産におけるゼロエミッション活動
減対策
循環型の社会づくり－廃棄物発生抑制（リデュース）
循環型の社会づくり－解体工事廃棄物の再資源化
PRTR－有害化学物質漏えい対策方針
（7）有害物質等の漏出量及びその防止対策
土壌汚染に関するリスクへの対応
CSV戦略②生物多様性の保全
4. 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況 フェアウッド調達
「5本の樹」計画
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環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況
項目・指標

1. 環境配慮経営の経済的側面に関する状況
（1）事業者における経済的側面の状況

（2）社会における経済的側面の状況
2. 環境配慮経営の社会的側面に関する状況

該当項目
積水ハウスグループの事業
理念と価値創造の歩み
環境会計
SRIインデックスへの組み入れ
従業員と会社の共同寄付制度「積水ハウスマッチングプログラム」
公益信託「神戸まちづくり六甲アイランド基金」
災害義援金
CSRマネジメント
社会性目標と実績

その他の記載事項
項目・指標

1. 後発事象等
（1）後発事象
（2）臨時的事象
2. 環境情報の第三者審査等

該当項目
該当事項はありません
該当事項はありません
独立保証報告書
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