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国本工業株式会社（静岡県浜松市）
ーカーボンニュートラル時代を見据えた経営戦略ー

事業内容 自動車部品（パイプ加工品）の製造、金型の設計・製作など

設立 1970年 資本金 1,000万円 従業員 71名

企業
概要

経営戦略・狙い

◼ 世界情勢や自動車業界の動向などにアンテナ
を高く張り、自動車の電動化に対応した部品開
発やカーボンニュートラル対応など、将来を見据
えた経営戦略を展開。

◼ 社員とは定期的にコミュニケーションの機会を設
け、当社が直面する課題などを共有。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト –企業競争力の向上-

◼ 取引先からのCO2削減要請にも柔軟に対応。

◼ 取引先に対しては、競争力のある価格（自動化等
の生産性向上）だけでなく、環境に配慮した製品
（カーボンニュートラルで生産）であることも訴求。
実際に、環境に配慮しているかどうかが調達の前提
になりつつあると実感。

◼ 最近では、環境面に関心を持つ学生が増加傾向。
先行的に環境対応を進めることで、新規採用にお
いては、継続的な人材確保につながっている。

◼ 工場に太陽光発電を設置するとともに、グリーン
電力を購入することで、自社で消費するエネル
ギーのカーボンニュートラル化を達成。

◼ 社員による日々の作業効率の改善で、生産性
の向上と使用電力の更なる削減を図る。

◼ 今後は、スコープ3（トラックでの物流、従業員
の出勤時など）の排出削減も検討。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

＜工場内に設置された太陽光発電システム＞

生産性向上



2

久保井塗装株式会社（埼玉県狭山市）
ー工業塗装の現場で取り組める最高効率の実現ー

経営戦略・狙い

◼ 従前から同業他社に先駆けて環境問題に取り
組み、環境負荷低減の努力を積み重ね。

◼ サポインやものづくり補助金を活用し、付加価値
の高い塗装技術の開発に挑戦。

◼ 当社のノウハウは、他社へのコンサルティングを通
じて工業塗装業界の発展にも貢献。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト –企業競争力の向上ｰ

◼ 環境負荷が高いといわれる塗装工程において、エコ
塗装技術や機能性を有する塗装技術を強みとして、
業界内でトップランナーとしての地位を確立。

◼ 今後、環境負荷低減の取組が社会や市場から求
められていくと予想し、新技術開発やIoT等、先行
投資することで、新規顧客の獲得につなげる狙い。

◼ カーボンニュートラル、100%リサイクルが今後の
経営に欠かせないと判断し、2035年までに、脱
炭素・廃棄物ゼロの実現を目指す。

◼ 工場内の主要設備の電気使用量の把握や、
塗着効率の改善などに着手。

◼ 計画中の新工場では、再エネの導入、未利用
エネルギーの有効利用等を検討中。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

＜環境負荷低減につながる技術開発例＞

企業
概要

事業内容 工業塗装（自動車部品、建築金物、家電製品、航空宇宙部品等）

設立 1965年 資本金 5,300万円 従業員 16名

生産性向上
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マテックス株式会社（東京都豊島区）
ーグリーンプレミアムを企業ブランドにー

経営戦略・狙い

◼ 経営理念の1つは、「窓をつうじて社会に貢献す
る」。窓から日本を変えていく。

◼ 経済的価値、社会的価値、文化的価値を追
求し、企業成長につなげる。

◼ 組織・チームづくりに重きを置き、社員1人1人の
リテラシーを高め、脱炭素にもチャレンジ。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業競争力の向上ｰ

◼ 消費者の価値観は変化し、光熱費だけでなく、環
境配慮や健康への関心が拡大。機能性の高いエコ
ガラス市場の需要拡大と相まって業績は安定。

◼ 同時に、脱炭素化のための投資により生じるグリーン
プレミアム（追加コスト）を吸収できるよう、ブラン
ディングに注力。業界でエコな会社としてのポジション
を確立。（窓のリフォーム全国No.1）。

◼ 2009年からインターンシップを開始。学生との環境
コミュニケーションを通じて、新規採用では継続的に
人材を確保。

◼ 2030年までに2013年比▲55％をターゲットに
活動を展開。排出量の見える化、照明のLED
化、設備・運用の改善、配送の効率化などに取
り組む。今後も、グリーン電力やEVへの切り替え
を順次行っていく予定。

◼ 自社の排出削減だけでなく、エコガラスの普及
促進により、スコープ3の削減にも寄与。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

＜エコガラス＞ ＜窓からの熱の出入り＞

企業
概要

事業内容 建築用ガラス、サッシの卸販売

設立 1949年 資本金 1億円 従業員 296名

SDGs経営
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平野ビニール工業株式会社（静岡県磐田市）
ーSDGsに取り組むことによる企業価値の向上ー

経営戦略・狙い

◼ 企業理念は「共栄共存」。自社を起点に取組
を広げ、地域経済の維持・強化に貢献。

◼ 中小企業においてもSDGs・人権等に対応する
ことがビジネスを行う上での前提との考え。

◼ 中小企業では全国初となるポジティブインパクト
ファイナンス（PIF）を静岡銀行と締結。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業価値の向上ｰ

◼ SDGsへの取組によって企業価値・知名度があがり、
新規採用は増加傾向。

◼ 不良の削減などこれまでも社員が取り組んできたこと
をSDGsやCO2削減の観点で再評価することで、
社内でさらなる取組を浸透を図る。

◼ PIF締結にあたり、事業活動が社会・経済・環
境に与える影響を分析し、KPIを設定。第三者
機関の評価を経て、静岡銀行から資金を調達。

◼ その中で、ネガティブインパクトとして特定した環
境負荷の低減に着手。排出量の見える化、生
産工程における不良の削減、最新ミシン機等の
導入によるエネルギー効率の改善等に取り組む。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

ポジティブインパクトファイナンス：企業活動が環境・社会・経済のいずれかの側面において与えるインパクトを包
括的に分析し、特定されたポジティブインパクトの向上とネガティブインパクトの低減に向けた取組を支援する融
資。企業によるSDGs達成への貢献度合いを評価指標とし、その過程を情報開示する。

SDGs経営

企業
概要

事業内容 四輪車用座席シートの裁断及び縫製加工など

設立 1981年 資本金 1,000万円 従業員 149名
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有限会社てくてく（長野県飯田市）
ー消費行動に変化をもたらすー

経営戦略・狙い

◼ フェアトレード商品、オーガニック商品等を日本で
広めたいという思いから店舗をオープン。

◼ 社是は、「Sharing（共生社会）」、
「Sustainable（持続可能な社会）」、
「Spiritual（いのちにやさしく）」。

◼ 2019年、長野県SDGs推進企業に認定。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業価値の向上ｰ

◼ 消費者の価値観の変化（社会・環境に配慮した
商品に対する関心の高まり）、取引先の変化（関
連商品を取り扱う事業者の増加）を肌で実感。

◼ 消費行動は社会や環境に貢献する身近なアクショ
ン。今後も、小売として生産者と消費者をつなぎ、
社会や環境を考える機会を提供。

◼ 新設するレストランでは、エコな体験を共感できる場
として、顧客への新たな価値を提供。

◼ 店舗ではエコ雑貨も取り扱う。開業当初からレ
ジ袋は提供せず、マイバッグ持参を奨励。

◼ SDGsやエシカル消費に関する情報の発信。

◼ 環境保全型オーガニックレストランを新たに企画
中（事業再構築補助金で採択）。太陽光や
雨水利用など自然エネルギーの積極活用で、エ
ネルギーをクリーンに。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

＜取り扱う商品の例（ナチュラル雑貨・有機野菜）＞

企業
概要

事業内容 フェアトレード商品、オーガニック食品、エコ雑貨等の販売

設立 2001年 資本金 300万円 従業員 8名

SDGs経営
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株式会社Clear（東京都渋谷区）
ーサステナビリティがブランド価値を高めるー

経営戦略・狙い

◼ 企業ビジョンは「日本酒の未来をつくる」。

◼ グローバルラグジュアリーマーケットを新たに創造
し、日本酒産業の市場規模拡大を目指す。

◼ サステナビリティは企業の本質的価値であり、経
営戦略そのもの。日々の意思決定・行動の前
提に組み込むことが重要。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト -企業価値の向上ｰ

◼ サステナビリティの取組が、ブランド価値＝事業価値
の向上に直結。

◼ 海外のパートナーを中心に、サステナビリティの取組
に関心が寄せられ、グローバルラグジュアリーマーケッ
トを創造する上で、サステナビリティは前提条件。

◼ サステナビリティは、企業ビジョンとも親和性が高く、
社員にもマインドセットとして定着。

◼ 日本酒産業の持続可能な発展に向けた成長
戦略として、「Sake Sustainability Vision」
を発表。大学との共同研究による日本酒のライ
フサイクル排出量の可視化や、環境負荷の小さ
なパッケージ資材への切り替えなどに取り組む。

◼ 日本酒メディアSAKETIMESでサステナビリティ
を取り上げ、産業全体の啓蒙活動も展開。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

企業
概要

事業内容 ラグジュアリー日本酒ブランドの展開、日本酒専門メディア運営

設立 2013年 資本金 1億円 従業員 27名

SDGs経営

＜SAKETIMESで連載する「日本酒とサステナビリティ」の記事＞

⚫ 課題先進地の酒蔵だからこそできること─石川県・数馬酒造の「六方良し」の酒造り
⚫ 地域とともに歩む酒蔵が、SDGs経営に取り組む理由─兵庫県・神戸酒心館の事例
⚫ 地域とともに歩む酒蔵が、SDGs経営に取り組む理由─愛知県・関谷醸造の事例
⚫ 米、水、エネルギーの100％自給を目指す酒蔵─福島県・大和川酒造店がつなげる
次世代へのバトン

⚫ 何度でも生まれ変わり続ける一升瓶─「3R」の視点で考えるガラス瓶の特徴
⚫ 酒粕を活用してジンを造るエシカル・スピリッツ─捨てられてしまうものから新たな価値を
見出す
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東洋アルミエコープロダクツ株式会社（大阪府大阪市）
ー製品を通じて社会課題解決に貢献ー

経営戦略・狙い

◼ 徹底したお客様志向と新市場を創造する商品
提案。

◼ 消費者の間でもSDGsへの関心が高まる中、そ
の期待に応えて、環境配慮商品の開発や資源
リサイクルの深化などに取り組み、社会課題の解
決に貢献。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業収益力の向上ｰ

◼ レジ袋の有料化が始まって以降、特に、B to B事
業において意識の変化を実感。冷凍食品メーカー・
コンビニなどの取引先から、脱プラスチック、環境負
荷の小さい製品を求めるニーズが近年拡大。

◼ 製品の環境価値は、販売価格に反映することで、
収益力を確保。

◼ 脱プラスチック素材の提案・販売。使い捨ての食
品容器は、紙・アルミニウム容器に転換し、リサイ
クルが比較的容易な素材を使用。

◼ 最近では、紙コップの堆肥化の実証実験に参画
し、循環型システム実現にも貢献。

◼ 環境に配慮した製品にはオリジナルのeマークを
付与し、消費者向け「eシリーズ」として展開。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

企業
概要

事業内容 食品容器・成型品および包装資材の製造・販売など

設立 1969年 資本金 2億円 従業員 193名

＜環境に配慮した製品の例＞

資源循環
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協栄産業株式会社（栃木県小山市）
ー再生材の環境価値で収益力を確保ー

経営戦略・狙い

◼ 企業理念は「地球の環境と資源を守る」。

◼ 持続可能な事業を実現する上で必要な技術・
用途開発に挑戦。さらに、自らが提供する事業
価値を訴求。

◼ 社長と社員の間の積極的なコミュニケーションに
より、企業理念を共有。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業収益力の向上ｰ

◼ 世界的な海洋プラスチック問題やカーボンニュートラ
ルを巡る動きを背景に、再生材の価値が認知され、
事業価値が向上。

◼ 取引先となる飲料メーカーなどからの問い合わせが
増加。現状の設備では対応しきれないほどの注文を
受けている状況。

◼ 再生材の環境価値を販売価格に反映することで、
収益力を確保。

◼ 2011年に日本で初めて、ペットボトルからペット
ボトルへの水平リサイクルを実現。原油からPET
樹脂を製造する場合と比べてCO2排出量
▲63％を実現。原油からつくったバージン材と同
等の高品質、効率的な回収網の構築などを徹
底的に追求。

◼ この他、全工場に太陽光発電導入を計画中。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

企業
概要

事業内容 ペットボトルのリサイクル事業、再生ペット樹脂の製造など

設立 1985年 資本金 1億円 従業員 170名

資源循環
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株式会社ティービーエム（埼玉県所沢市）
ー食品産業の排水を都市資源に変えるー

経営戦略・狙い

◼ 事業領域は「水と油」。海や川をきれいにし、
人々に健康と楽しみを供する「食」を支えること
が大目標。

◼ 食品産業の不要な排水油脂をエネルギーに転
換し、新たな都市資源を生み出すことで、コス
ト・CO2・廃棄物の同時削減を実現。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業競争力の向上ｰ

◼ 飲食業の環境意識の高まりとともに引き合いが増加。

◼ 都市型の新エネルギー創出システムとして地域の資
源循環に貢献するとともに、海外展開を狙う。

◼ 飲食店等の排水リスクを未然に防ぐ排水管理
ソリューションを提供。首都圏を中心に500店舗
以上での管理実績。

◼ さらに、都市向けソリューションとして「フード・グ
リーン発電システム」を開発。食品工場・飲食施
設等から回収した排水油脂でバイオ燃料を製
造し、発電・燃料供給するビジネスも展開。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

排水油脂：食事を作る・食べることにより発生する。油含みの調理排水

企業
概要

事業内容 排水油脂をグリーン電力にかえる「フード・グリーン発電システム」の提案

設立 1999年 資本金 3,000万円 従業員 5名

資源循環
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株式会社藤井商店（新潟県西蒲原郡弥彦村）
ー再エネ発電事業を新たな収益の柱にー

経営戦略・狙い

◼ 地球温暖化の進行が、お米をはじめ農作物に
対して与える影響に危機意識あり。

◼ 先代社長の太陽光発電の導入をきっかけに環
境負荷の少ない企業経営に転換。

◼ 管理職による定例社内会議にて、エネルギー削
減や環境負荷低減についても活発に議論。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業収益力の向上ｰ

◼ 太陽光発電の売電収入で収益が増大。今後は、
発電量を増やして自家消費も進めつつ、再エネ発
電事業を収益の柱として育てていく。

◼ 当社の工場は、地域のランドマーク的存在。これに
より、地元企業の再エネに対する理解が浸透。

◼ ビジネス（収益性）と企業イメージ（社会的責
任）を高めるため、積極的に環境投資。特に、
SDGsに関心の高い若者からは、反響が大きい。

◼ 照明のLED化、精米機の省エネ化、環境負荷
の小さい包装材の導入などに取り組むとともに、
約1MWの太陽光発電事業を行う。工場には
200kWの太陽光発電を設置。自家消費ととも
にFIT（固定価格買取制度）を通じて売電。

◼ また、燕市の太陽光発電屋根貸し事業にも参
画。売電収入の一部は自治体に寄付。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

＜工場内に設置された太陽光発電システム＞

企業
概要

事業内容 米、雑穀、飼料、油脂、その他食品加工及び販売など

設立 1975年 資本金 2,000万円 従業員 70名

新事業創出
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株式会社FAプロダクツ（東京都港区）
ー再エネニーズの拡大を見込んだ新事業展開ー

経営戦略・狙い

◼ ビジョンは「コネクテッド・インダストリーズを世界
へ」。「コネクテッド（つなぐ・つなげる）」を通じて
今までにない新しい価値・ビジネスを創造。

◼ Smart Factory、Smart Energyの事業を
展開し、両事業がシナジー効果を生み出しなが
ら、製造業を中心にソリューションを提供。

カーボンニュートラルに貢献する取組

経営に与えるインパクト ｰ企業競争力の向上ｰ

◼ P2P電力取引は、需要家が主体的に電源を選択
することができ、環境価値を含む地域の再エネを長
期確保できることが強み。 これを通じて、拡大する
企業の再エネニーズの取り込みを図る。

◼ さらに、①再エネの地産地消による地域ブランディン
グや企業誘致、②発電所の建設による遊休地の有
効利用や雇用の創出、③ローカルグリッドや分散型
ネットワークによる地域レジリエンスの向上などを強み
として、各地域での事業拡大を目指す。

◼ 太陽光発電の資材販売や建設・運用に加えて、
今後、基礎自治体や企業に対して自家消費・
排出量算定・カーボンフットプリント・再エネ導入
を中心とした削減実行・情報開示に至る一連の
カーボンニュートラル・脱炭素ソリューションを提供。

◼ 2020年には、脱炭素市場の拡大を見込んで、
P2P電力取引事業に参入。

（出典）企業ホームページ、ヒアリング結果に基づき関東経済産業局が作成

P2P電力取引：発電所とエネルギー需要家を直接・自由に接続する新たな再生可能エネルギー取引モデル

企業
概要

事業内容 Smart Factory、Smart Energy 実現におけるソリューション提供

設立 2011年 資本金 8,750万円 従業員 53名

新事業創出


