
 

 

国際社会の動向 
2016 年は「パリ協定」が発効し、脱炭素社会に向け

た世界的な方向性が示されました。このような世界動

向を背景に、今後は各国での省エネ規制の導入や基準

引き上げへの対応が引き続き求められるとともに、競

争がますます激しくなることが予想されます。 

加えて、私たちを取り巻くビジネス環境は、IoT、AI、

ロボット、ライフサイエンスなどの新しいテクノロジ

ーの進展により、産業・社会構造が劇的に変化し、既存

のビジネスモデルが通用しない、先の予測困難な羅針

盤のない「大変革時代」に突入したと言えます。 

絶え間ない経営革新への挑戦 

富士通ゼネラルの主力製品である空調機器は、オフ

ィスや家庭でのエネルギー消費において大きな割合を

占めています。当社はメーカーとして、エネルギー効

率のさらなる向上、使用効率と快適性を両立させる気

流制御や自動運転などの技術を進化させ続け、常に技

術の進歩・革新と共に発展を遂げています。今後も短

期的な成果物の追求のみに陥ることなく、10 年後、20

年後の未来を見据えてその時代に先駆けた革新的な技

術による新たな価値の創造である「INNOVATION」に挑

んでいきます。また、当社の空調機事業は、1971 年以

降いち早く海外市場に積極的に進出し、創立 80 周年経 

った現在、世界約 110 か国に製品を販売、海外売上高

比率 70％を占めています。省エネ性に優れた高付加価

値製品を世界中のお客様にご提供することで、環境負

荷低減に寄与できると考えています。当社の経営スロ

ーガン「INNOVATION＆GLOBALIZATION」を旗印に、

「技術力、実現力、人間力」3 つの力を磨き高め、絶え

間ない経営革新に挑みながら、事業活動を通して社会

の持続可能な発展に貢献していきます。 

環境経営の推進 

富士通ゼネラルグループは、2016年 4月より「第 8

期環境行動計画」をスタートさせました。新しい環境行

動計画では、「温暖化対策」、「資源循環」、「化学物質管

理」、「環境社会貢献」を活動の 4本柱に環境経営を推進

していきます。また、社内すべての部門で課題を共有

し、全体最適の視点で環境負荷低減に取り組む「アカス

リ運動」を立ち上げ、徹底したムダの削減で環境負荷低

減に貢献していく活動として取り組んでいます。 

富士通ゼネラルグループは、これからも新たな価値を

創造し、豊かな自然を次の世代に残すことができるよう

努めてまいります。 

株式会社富士通ゼネラル 

代表取締役社長  
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“INNOVATION & GLOBALIZATION” 

を旗印に、今日にない明日を世界 

の人に届け、社会の持続可能な 

発展に貢献していきます。 

Top Message 
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 富士通ゼネラルグループは、富士通グループの一員として共通の経営理念を基盤としており、富士通株式会社の「FUJITSU Way」 

や「富士通グループ環境方針」を富士通ゼネラル向けにアレンジし、「FUJITSU GENERAL Way」並びに「富士通ゼネラルグループ 

環境方針」として制定しています。富士通ゼネラルグループ社員は、日々の活動において、これらの実践に努めています。 
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経営理念

目指します

大切にします

技  術 　新たな価値を創造し続けます

品  質 　お客様と社会の信頼を支えます

社  員 　多様性を尊重し成長を支援します

お  客  様 　かけがえのないパートナーになります

お取引先 　共存共栄の関係を築きます

企

業

指

針

社 会 ・ 環 境 　社会に貢献し地球環境を守ります

利 益 と 成 長 　お客様、社員、株主の期待に応えます

株主・投資家 　企業価値を持続的に向上させます

グ ロ ー バ ル 　常にグローバルな視点で考え判断します

 FUJITSU GENERAL Way は、一人ひとりが共有・実践すべき行動原則を示したものです。富士通ゼネラルグループは、共通の理

念・指針の下に、快適で安心できる社会づくりへの貢献を目指します。 

企

業

理

念

　富士通ゼネラルグループは、常に変革に挑戦し続け快適で

　安心できる社会づくりに貢献し豊かで夢のある未来を世界

　中の人々に提供します

行

動

規

範

■ 人権を尊重します

■ 法令を遵守します

■ 公正な商取引を行います

■ 知的財産を守り尊重します

■ 機密を保持します

■ 業務上の立場を私的に利用しません

経

営

目

標

■ 世界に通じる事業の育成

■ 世界の人々との共生

■ 風通しの良い経営

チームワーク
　組織を超えて目的を共有し、

　一人ひとりが責任をもって行動します

三  現  主  義 　現場・現物・現実を直視して行動します

チ ャ レ ン ジ
　高い目標を掲げ、

　達成に向けて粘り強く行動します

ス ピ  ー  ド
　目標に向かって、

　臨機応変かつ迅速に行動します

行

動

指

針

良 き 社 会 人
　常に社会・環境に目を向け、

　良き社会人として行動します

お 客 様 起 点
　お客様起点で考え、

　誠意をもって行動します



 

 

データ集 事業所の紹介 グループ会社の紹介

富士通ゼネラルグループ環境方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 富士通ゼネラルグループでは、「富士通ゼネラルグループ環境方針」を実践する具体的な計画として、2030 年度を最終目標年

度とする「中期環境計画」を 2016 年に策定しました。中期的に達成すべき目標を全社員が共有して「商品力強化」と「経営効

率向上」に取り組み、環境負荷低減と企業価値向上の両立を目指します。 

１．お客様や社会のための活動 
 国内における当社製品の使用による CO2排出量を 2030年度までに 28%削減（2013年度比） 

  環境負荷低減に寄与するとともに、省エネ性に優れた高付加価値エアコンの開発力を高め、商品力強化を推進するために、

2030 年度までに国内における当社エアコン 1 台使用時の平均 CO2排出量 28%削減（2013 年度比）を目指します。なお、海

外向けエアコンについても、省エネ性をさらに高めた製品の開発を進め、環境負荷低減に努めていきます。 

２．自らの環境負荷低減のための活動 
 当社グループ全体の事業活動に伴う CO2排出量を 2030年度までに 30%削減（2013年度比） 

  全事業プロセスに潜在するムダを削減するとともに、プロセスを見直すことによる改善・改革などを進め、2030 年度まで

に連結売上高原単位で 30%の CO2排出量削減（2013 年度比）を目指します。 

 富士通ゼネラルグループ環境方針は、富士通ゼネラルグループの環境経営理念・指針として 2003 年に制定しました。 

 また、社会環境の変化を受けて、2012 年に改訂しています。 

　
    ■ 優れたテクノロジーを追求し、快適で安心安全な製品およびサービスを提供する
　　ことにより、お客様や社会の環境負荷低減と環境効率の向上に貢献します。
　■ 製品のライフサイクルのすべてにおいて環境負荷を低減します。
　■ 省エネルギー、省資源および3R（リデュース、リユース、リサイクル）を強化
　　したトップランナー製品を創出します。
　■ 化学物質や廃棄物などによる自然環境の汚染と健康影響につながる環境リスク
　　を予防します。
　■ 環境に関する事業活動、製品およびサービスについての情報を開示し、それに
　　対するフィードバックにより自らを認識し、これを環境活動の改善に活かします。
　■ 社員一人ひとりは、それぞれの業務や市民としての立場を通じて気候変動対策
　　や生物多様性保全を始めとした地球環境保全に貢献し、更に広く社会へ普及啓発
　　を図ります。

行
動
指
針

    　富士通ゼネラルグループは、地球環境保全への取り組みが重要な経営課題である
　と認識し、快適で安心できる社会づくりに貢献し、豊かで夢のある未来を世界中の
　人々に提供することで、社会の持続可能な発展に貢献します。また、事業活動にか
　かわる環境法や環境上の規範を遵守するにとどまらず、自主的な地球環境保全活動
　に努めます。さらに、豊かな自然を次の世代に残すことができるよう、すべての組
　織と一人ひとりの行動により先行した取り組みを追求していきます。

理
　
念

中期環境計画 
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環境方針 
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温暖化対策 

 製品使用時の CO2 排出量削減(注 1)に対する取り組みとし

て、設計部門では製品開発における省エネ性能の追求、営

業部門では省エネ性能が高いエアコンの拡販をテーマに活

動を推進しました。今後も継続して取り組み、中期環境計

画の達成を目指していきます。 

またエネルギー消費効率の改善を図るため、電力消費の

大きい試験室の効率運用の仕組みづくりや、本社、浜松事

業所内で使用する電力を発電時の環境負荷が少ない新電力

に切り替えるなど、環境に配慮しムダの削減に注力した活

動を行いました。 

 

資源循環 

 3R 技術向上に対する取り組みとして、家電リサイクル 

を行う株式会社富士エコサイクルでは、エアコンから回収

した冷媒フロンを再生し、国内市場で新設・保守時の充填

用冷媒として再利用（リユース）する取り組みを開始しま

した。 

また資源利用の合理化を図るため、廃家電製品の分離 

 

 

 

・選別能力の向上をテーマに掲げ、自社で行うリサイクル 

処理の割合を高める取り組みを推進しました。 

 

化学物質管理 

 重点化学物質の排出量を削減するために、設計・生産部

門では、モーターの生産工程で製品に塗布する防錆剤につ

いて、有機溶剤（トルエン、キシレン）の含有量が低い代

替品に切り替えました。 

 また環境負荷の少ない部材調達を推進するため、調達部

門では、お取引先における化学物質管理体制の強化に繋が

る指導や情報共有を実施しています。 

 

環境社会貢献 

 事業所における取り組みでは、事業所周辺の美化活動や

エコドライブの実践など、環境面で地域社会との共生に繋

がる活動を全社へ展開し活動範囲の拡大を図りました。 

また調達先に対する取り組みでは、お取引先への生物多

様性保全の取り組み支援や、情報共有などを行いました。 
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１．温暖化対策 ２．資源循環 ３．化学物質管理 ４．環境社会貢献

環境経営への取り組み

富士通ゼネラルグループの環境経営への取り組みイメージ 

第 8 期環境行動計画 (2016 年度～2018 年度) 

 「中期環境計画」の目標達成に向けた 3 ヶ年の取り組みとして、2016 年 4 月に「第 8 期環境行動計画」を策定し、環境

経営を推進しています。「第 8 期環境行動計画」では、活動の 4 本柱として「温暖化対策」「資源循環」「化学物質管理」「環

境社会貢献」を掲げ、環境負荷低減と企業価値向上の両立を旗印に環境活動を展開しています。 

(注 1) : 2013 年度時点の国内向けルームエアコンの消費電力量をベースに、当該年度の販売台数と消費電力量の改善度合いから想定したみなし削減比率。 

 



 

 

データ集 事業所の紹介 グループ会社の紹介

 
 

2018年度目標 2016年度
（2013年度比） 実績

1．温暖化対策
１）CO2削減貢献量の拡大

設計･営業 製品使用時のCO2排出量削減 8%以上削減 1.3%削減
２）エネルギー消費効率の改善

設計 評価試験設備の電力削減 10%以上削減 5.2%削減

電力使用量の削減 生産高原単位で6%以上削減
国内：6.9%削減
海外：2.9%増加

ガソリン、軽油使用量の削減 生産高原単位で6%以上削減
国内：13.0%削減
海外：69.0%削減

LPG使用量の削減 生産高原単位で6%以上削減
国内：46.2%削減
海外：15.6%増加

営業･物流 製品輸送効率の改善 販売台数当たり10%以上削減 0.8%削減
２．資源循環

１）3R技術の向上

設計･
サービス

リサイクル材の利用拡大
　①クローズドリサイクル
　②サービスでの再生フロンの使用

①100トン／年 以上
②100%

①111トン
②100%(東地区)

分解・選別能力の向上（リサイクル率）
　①冷蔵庫コンプ分解の内製化率
　②金属回収率

①86%以上
②80%以上

①90%
②93%

リユースの拡大（回収フロンの再生） 98%以上 99%
２）資源利用の合理化

水使用量の削減 各原単位指標で6%以上削減
国内工場：9.7%削減
海外工場：15.0%増加
オフィス：6.8%増加

廃棄物の削減
　①廃棄処分量の減量化
　②廃棄物総発生量の削減

①再資源化率99%以上
②生産高原単位で20%以上削減

①国内：91.3%
　海外：96.1%
②国内：6.7%削減
　海外：7.9%増加

３．化学物質管理
１）重点化学物質排出量の削減

設計･生産 生産時に使用する重点化学物質(注1)の排出削減 30%以下（395kg以下） 61.6%（810kg）
２）環境負荷の少ない部材調達の推進

海外の全部材調達先でのEMS(注2)構築
　（EMS構築レベルⅡ以上の調達先の割合）

90%以上
①取引先のレベル確認
②個別指導

①完了
②指導開始

サプライチェーンにおける化学物質管理体制の強化
　（管理が適切に実施されている調達先の割合）

100% 100%

４．環境社会貢献
１）事業所における取り組みの推進

全部門 地元に根差した貢献活動の実施

事業所毎に目標設定
①事業所周辺の美化活動（全事業所）
②雨水利用の促進（全事業所）
③希少植物の保護活動（本社）

①実施
②現状調査
③自治体との連携調査

２）調達先における取り組みの推進

調達
調達先での生物多様性保全の取り組み推進
　（富士通グループグリーン調達基準に準拠）

調達先の活動レベルアップ
①生物多様性保全の取組表明
②実質的な活動の実績

①調達先の現状把握
②活動支援策の検討

部門 テーマ 関連

P.14
P.15

P.8
生産

P.11
P.12

P.9
P.10

リサイクル

P.9
全部門

P.11

P.15
調達

(注 1) 重点化学物質 : 富士通ゼネラルグループが、有害性と使用量を評価した結果、削減に取り組む化学物質として特定した「キシレン」「トルエン」の 2 物質。 
(注 2) EMS : 環境マネジメントシステム（Environmental Management System）の略。 
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設計によるムダ取り 

社会の持続可能な発展に貢献できる製品づくりを念頭

に、省エネ性能と快適性の両立を実現するための技術力の

向上と、“品質問題の多くは設計に起因する”とされる設計

品質の向上に重点を置いたムダ取りを推進しています。さ

らに省資源化設計などの環境に配慮した設計を推進してい

きます。 

 

コストダウン／ＶＥの推進 
 基幹部品の戦略的調達において、お取引先との連携また

は、健全な提案環境の整備をさらに進めていきます。ま

た、お取引先・設計・調達間で連携を深めることで、開発

初期段階でのコスト低減や生産工程での作り易さ、部品の

現地調達による輸送時の環境負荷低減など、取り組みを拡

充させ、省資源を意識したグリーン調達を推進します。 

 

ものづくりの強化 

 生産工程におけるムダの排除・自働化、業務プロセス改

善により、継続的に省人化を図るとともに、生産設備や治

具の内製化といった生産技術を強化していきます。エネル

ギーや原材料の利用効率を高めムダを減らすことは、環境

負荷の低減に直結します。 

 

物流コストの徹底削減 

物流コストの削減は、モーダルシフトや共同配送など、

物の運び方を見直すきっかけになります。輸送方法を再検

討することで、ムダなエネルギー消費を抑え、環境負荷の

低減に繋げます。調達物流、販売物流をゼロベースで見直

し、仕組みの改善も含め、徹底的な削減を目指します。 

 

 
 
 

 
 
保守サービスの強化 

 保守サービス強化のため、組織の垣根を越えてサービ

ス・設計・調達部門などと問題点を共有し、改善を推進し

ています。この取り組みにより、サービス体制の強化と修

理対応スキルの向上を図り、保守サービスの効率改善を推

進していきます。 

 

オフィスのアカスリ 

 間接部門では、承認手続きの電子化によるペーパーレス

の取り組みだけでなく承認待ち時間のムダ、回送時間のム

ダも排除していきます。さらには、事務用品の購入・管理

を社内で一元化し、部署間での重複購入のムダを省く取り

組みや、立ち会議の推奨、社内会議のルール化など会議の

効率化と内容の充実を図る取り組みなど、環境経営を意識

した行動を習慣づけ、業務に潜むムダを徹底して削減して

います。全社アカスリ運動の推進により、全ての部署、従

業員が当事者意識を持って業務のムダを見つけ出し、常に

改善する企業文化の醸成を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

全社アカスリ運動 
 第 8 期環境行動計画と並行して、環境負荷の低減と高収益の基盤を築き上げるための全社活動として、「全社アカスリ運動」

を開始しました。お客様にムダな電力を消費させない、快適で安心安全な製品・サービスの提供を図るとともに、自らの事業活

動では働き方を見直し、組織の垣根を越えて業務上のさまざまなムダを減らす「アカスリ」を通して、エネルギーや資源の利用

効率を高める環境経営を推進しています。 

推進ポスター         ロゴマーク 
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