
基本的な考え

⼩林製薬では、経営理念をもとに環境保全活動を⼀層充実させるため、2001年12⽉に「⼩林環境宣⾔」「環境⾏動指針」を策定してグ

ループ全体で共有し、環境保全に関する意識向上に取り組んできましたが、パリ協定やSDGsなど、近年�の気候変動・地球環境に関わる

国際的な潮流を鑑み、2019年2⽉に、「⼩林製薬グループ 環境宣⾔2030」「新・環境⾏動指針」として改定しました。企業としての

課題解決に対する姿勢を社内外に向けて�明確に⽰すことで、環境活動を強⼒に推進するための旗印とし、ステークホルダーからの期待と

要請にも応えつつ、持続的成⻑に向け取り組みます。

⼩林製薬グループ 環境宣⾔2030

⼩林製薬グループは、⼈と社会に素晴らしい「快」を提供する企業です。私たちは、豊かな⾃然や地球環境の⽀えがあるからこ

そ、お客様の「あったらいいな」をカタチにしてお届けできる、と考えています。

私たちは、お客様、お取引先様、地域社会の皆様とも⼒を合わせ、地球温暖化防⽌や資源・⽣物多様性の保全など、世界共通の環

境課題に真剣に向き合い、解決のためのアイデアを出して実⾏し続けます。

新・環境⾏動指針

各事業分野における環境に関連する法規制や協定を遵守するだけでなく、⾃ら積極的に課題を設定し、中⻑期での環境⽬標・

環境基準を定めて、アイデアを出しPDCAを実⾏します。

気候変動が事業を⾏う上での重要なリスクであることを認識し、事業の各段階においてエネルギー利⽤の効率化や再⽣可能エ

ネルギーへの転換などを含む温室効果ガスの削減施策を実⾏します。

地下資源や⽣物資源、⽔資源などの枯渇、汚染、その他の環境負荷を低減するため、事業の各段階における省資源化、資源の

代替、⽣物多様性への配慮を⾏います。

事業の各段階から発⽣する廃棄物について、積極的にリサイクルを⾏い、廃棄物の量的削減・リサイクルレベルの向上を⾏い

ます。また、研究開発や製造に使⽤する化学物質を適切に管理します。

製品・サービスの設計・調達・製造・使⽤各段階で、環境負荷を低減するための指標・基準を設け、環境配慮製品の開発を積

極的に推進します。また、お客様にとっての新しい価値と、環境価値との同時実現に努めます。

調達基準を設定し、お取引先様を含むサプライチェーン全体での取り組みを推進します。

この指針を経営者・全従業員で共有し、取り組みや教育・啓発活動を通じて、⼀⼈ひとりの環境保全意識の向上に努めます。

またこの指針に基づく⽬標・取組内容と達成状況についてはステークホルダーの皆様に積極的に開⽰します。

法令遵守及び主体的・積極的な課題設定とPDCA1

気候変動への対応2

資源・⽣物多様性への配慮3

廃棄物の削減とリサイクル、化学物質の適正管理4

環境配慮製品・サービスの開発と提供5

サプライチェーン全体での取り組み6

⾏動指針の共有及び環境意識の向上7
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気候変動問題への取り組み

⼩林製薬では、ESGの中でも気候変動問題を最優先課題と捉え、2015年に合意された「パリ協定」の考え⽅に基づきCO2排出削減⽬標

の⾒直しを⾏い、「グループ全体のCO2排出量（スコープ1、2）�を2030�年までに2017年⽐54.6%削減」という新たな⻑期削減⽬標を

設定しました。現在、スコープ3の削減⽬標及び削減施策の検討を⾏っており、サプライチェーン全体でのCO2削減に取り組んでいきま

す。

ライフサイクル全体で環境負荷を低減

事業活動全体を通した、環境負荷低減

企業活動においては環境への負荷が避けて通れません。
�

これを最⼩限に抑えるために、⼩林製薬グループでは開発から製造、販売、廃棄に⾄るライフサイクルの各段階でどのような環境負荷が

あるかを特定し、それぞれの段階で資源の有効活⽤やエネルギー削減、廃棄物削減などに取り組んでいます。
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内部環境監査を徹底

環境マネジメントシステムにおけるチェック機能の要として、内部監査体制を整えています。各⼯場においては半年に1回、内部環境監査

員による監査を実施しています。
�

また各部⾨の担当者による監査も定期的に実施し、問題が⾒つかれば速やかに対策を講じ改善しています。

環境マネジメント体制

環境マネジメント体制を強化し、⼩林製薬グループ全体として中⻑期的なあるべき姿や環境課題の⾒直しなどを検討すべく、2018年にグ

ループ環境委員会を充実させ、議論を開始しました。製品開発関連各事業部⻑がコミットする体制をとり、委員会の傘下にテーマごとに

ワーキンググループを設置しています。また、総務・経営企画の両部⾨が協働して、PDCAの強化やワーキンググループ⽀援を⾏います。

環境管理体制図

イニシアティブへの参画

他企業・団体と協働して気候変動問題に取り組むことを⽬的として、2018年10⽉に「気候変動イニシアティブ（JCI）※1」に、2019

年9⽉に「⽇本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）」に加盟しました。2018年11⽉には、「SBTイニシアティブ（Science

Based�Targets�Initiative）※2」に対して、⻑期削減⽬標を設定することを宣⾔しました。2020年度中に⽬標を申請し、認定を受ける

予定です。

⼩林製薬では、「TCFD（気候関連財務情報開⽰タスクフォース）※3」の提⾔へ賛同表明し、2019年に「TCFDコンソーシアム」に参

画しました。同年に、気候変動リスク・機会に対応する管理を⽬的に、グループ環境委員会内に「気候変動対応タスクフォース」を設置

し、複数の気候変動シナリオをもとに当社における気候変動リスク・機会の精査を実施しました。 その結果、温室効果ガス関連規制、

⼀部製品群における需要減少、原材料価格の⾼騰がリスクとなることが判明しました。⼀⽅、天然原料の収量増加、暑さ対策製品の需要

増などの機会を特定しました。
�

今後、各リスク・機会への対応を適切に実⾏していきます。

※1�「気候変動イニシアティブ」ウェブサイト

※2�「SBTイニシアティブ」ウェブサイト

※3�「TCFD」ウェブサイト
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TCFDコンソーシアム設⽴総会
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新たなCO2排出削減⻑期⽬標の設定

⻑期削減⽬標

「グループ全体のCO2排出量（スコープ1、2※1）を2030年までに2017年⽐54.6%削減」

⼩林製薬では、ESGの中でも気候変動問題を最優先課題と捉え、�2015年に合意された「パリ協定」の考え⽅に基づきCO2排出削減⽬標

の⾒直しを⾏い、「グループ全体のCO2排出量（スコープ1、2※1）を2030年までに2017年⽐54.6%削減」という新たな⻑期削減⽬標

を設定しました。削減施策として、CO2排出の多い国内主⼒⼯場を中⼼にCO2排出ゼロ電⼒の導⼊などを進めます。
�

今後、スコープ3※2についても削減⽬標を設定し、サプライチェーン全体でのCO2削減に取り組んでいきます。

※1�スコープ1：事業者⾃らによる温室効果ガスの直接排出。
�

スコープ2：他社から供給された電気等の使⽤に伴う間接排出。
�

※2�スコープ3：スコープ2以外の間接排出

環境負荷軽減に向けた環境中期⽬標の進捗

⼩林製薬では、事業を⾏う上で発⽣する環境への負荷軽減に向け、2020年度を⽬標とする環境中期⽬標を設定し取り組んでいます。
�

重要課題であるCO2排出削減では、⼯場・オフィスでの積極的な省エネルギー活動の結果、2019年度売上原単位で2005年度⽐32.5％

削減と、⼤幅に⽬標を削減できています。

2020年度環境⽬標と実績

テーマ 対象部⾨ 2020年12⽉期⽬標
2019年12⽉期に実施した

�
アクションプラン

2020年12⽉期結果

省エネルギー
�CO2削減

製造 売上原単位
�2005年3⽉期⽐20％削減

�
（2005�年�0.162t-CO2�／百

万円）
�

（2020�年�0.129t-CO2�／百

万円）

LED化

省エネ設備への更新
�

（⾼効率エアコン、省エネモータ

ー等）

空調機の温度⼀括管理

太陽光発電導⼊

⽇除け設置、屋根散⽔

蒸気や圧縮空気の漏れ防⽌

純⽔装置排⽔の再利⽤

上⽔ポンプインバーター化

売上原単位
�2005年3⽉期⽐24％削減

�
（2005�年�0.162t-CO2／百万

円）
�

（2020�年�0.124t-CO2／百万

円）

オフィス

クールビズの実施

空調管理の徹底

エコドライブの推奨

LEDへの更新

エネルギー使⽤量の定期的な管理

廃棄物削減 製造 ―

廃棄ロスの社内リサイクル

容器包装の分別、有価売却

洗浄回数の低減

設備改善による製品ロス削減

廃棄ロス削減

新規有価売却の推進

廃棄物排出量
�2019年12⽉期27%削減

リサイクル 製造
全事業のリサイクル率を

99.5％�以上

ロス削減、廃棄物の分別収集

廃棄物処理⽅法の⾒直し

分別徹底による埋⽴廃棄量削減

リサイクル率99.8％
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テーマ 対象部⾨ 2020年12⽉期⽬標
2019年12⽉期に実施した

アクションプラン
2020年12⽉期結果

化学物質対策 製造

PRTR（有害化学物質）対象

物質の各⼯場排出量を100kg

以下に維持する

代替原料への変更

⼤気、⽔系、⼟壌への排出量と

しては0
�

（ただし、移動量としては⼀部

⼯場で100kg超）

省資源 製造 環境配慮型製品の拡⼤

森林認証紙の導⼊拡⼤

プラスチックの減容化、再⽣プラ

スチック、バイオマスプラスチッ

クの導⼊検討

製品エコ認定制度の検討

2020年3⽉より環境配慮樹脂を

使⽤した製品を発売

グリーン
�

調達／購⼊
製造

調達先、委託先との関係性強

化
CSR調達の検討

2020年にCSRに配慮した調達

を調達先とともに取り組む旨説

明会実施

※当社は、2020年12⽉期の中期計画より、売上原単位で⽬標を設定しました。

中期経営計画

2020-2022�年中期経営計画においても、戦略⾻⼦の⼀つに「ESG視点で経営を磨く」を掲げ、ESG各項⽬における重要課題を設定して

います。環境においてはCO2�排出量削減や製品開発における環境負荷低減を優先テーマとし、取り組みを進めています。

優先テーマ 活動の⽅向性 優先テーマ 活動の⽅向性

製品開発における

環境負荷削減

●�「�⼩林製薬�製品開発エコ基準」の導⼊/
�

「エコをカタチに」マークの付与
CO2排出量削減

●�CO2⻑期削減⽬標の設定

スコープ3※2の算定/�削減⽬標・施策の

検討

SBTへの申請・承認の獲得

●�環境に配慮した製品開発

⽯油由来プラスチック削減/�再⽣・バイオ

マスプラスチックへ切替

製品ライフサイクル別CO2排出量管理

●�スコープ�1・2※1の削減施策実施

主要⼯場のCO2�排出ゼロ電⼒切替

その他
廃棄物・有害物質管理/�資源管理（⽔）/⽣物

多様性

※1�スコープ1：事業者⾃らによる温室効果ガスの直接排出 スコープ2：他社から供給された電気等の使⽤に伴う間接排出※2�スコープ

3：スコープ2�以外の間接排出
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（1）集計⽅法 1.�環境省｢環境会計ガイドライン（2005年版）｣に準拠しています。

2.�環境保全活動の費⽤（減価償却費を含む）、投資、効果を集計しています。

3.�効果は、環境保全効果（物量単位）と経済効果（貨幣単位）を集計しています。

4.�経済効果は実質的効果のみ対象としています。

（2）集計結果 集計範囲：⼩林製薬グループ（⼩林製薬（株)及び国内主要グループ会社6社）
�

対象期間：2020年度（2020年1⽉1⽇〜2020年12⽉31⽇）
�

単位：千円

環境会計

環境保全コスト(事業活動に応じた分類)

分類 主な取組の内容
投資額

�（単位：千円）
費⽤額

�（単位：千円）

合計 � 72,335 465,701

(1)事業エリア内コスト

主たる事業活動により事業エリア内で⽣じる
環境負荷を抑制するための環境保全コスト

� 71,046 185,999

内
�
訳

(1)-1公害防⽌コスト ⼤気汚染・⽔質汚濁・悪臭防⽌ 290 38,635

(1)-2地球環境保全コスト 省エネ 67,971 36,809

(1)-3資源循環コスト 廃棄物処理費⽤ 2,785 110,555

(2)上・下流コスト 容器包装リサイクル費⽤ 0 223,710

(3)管理活動コスト
�

管理活動における環境保全コスト
教育・環境保全担当者⼈件費 1,289 54,230

(4)研究開発コスト
�

研究開発活動における環境保全コスト
環境対応研究開発 0 0

(5)社会活動コスト
�

社会活動における環境保全コスト
地域活動への参加諸費⽤ 0 293

(6)環境損傷対応コスト
�

環境損傷に対応するコスト
� 0 1,469

投資額は合計で72,335千円となりました。空調や照明の省エネ式機械への更新等の投資がありました。

費⽤額は合計で465,701千円となりました。主な内訳としては容器包装リサイクル費⽤、環境保全担当者⼈件費、廃棄物処理費⽤、

廃⽔処理施設・空調設備等の維持管理費⽤に要した公害防⽌・地球環境保全コストの費⽤等です。
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環境保全効果

環境保全効果の分類 指標の分類
2019

�年度

2020
�年度

増減

(1)事業活動に投⼊する
�

資源に関する環境保全効果

⼆酸化炭素総排出量（t-CO2） 15,180 16,430 1,250

⼆酸化炭素排出量重量原単位（t-CO2/t） 0.191 0.207 0.015

電⼒消費量原単位(Kwh/t） 382.5 374.8 -7.7

燃料等原油換算量原単位（t/t） 0.021 0.020 -0.001

(2)事業活動から排出する
�

環境負荷及び廃棄物に
�

関する環境保全効果

産業廃棄物最終処分量発⽣量（t） 5.2 3.6 -1.6

産業廃棄物削減率（%） 0.5% 27.0% 26.5%

産業廃棄物リサイクル率（%） 99.8% 99.8% 0.0%

環境保全効果は物量単位の効果を表しています。
�

⽐較指標として前年の物量を表⽰、単位として⽣産重量原単位を使⽤しています。

産業廃棄物最終処分量発⽣量は前年から▲1.6t減少し、前年⽐は68.6%になりました。

産業廃棄物リサイクル率は前年並みの、99.8％となりました。

環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果）

効果の内容
⾦額

（単位：千円）

合計 118,222

省エネルギーによるエネルギー費の節減 25,879

廃棄物処理費⽤の削減 26,519

資源投⼊に伴う費⽤の節減 65,824

省エネルギーによる費⽤節減効果は25,879千円でした。

廃棄処理費⽤の削減は26,519千円でした。

資源投⼊に伴う費⽤の節減は65,824千円となりました。
�

対前年からの削減額を計上しています。
�

⼯程の改善、歩留まり率の向上、資材減容、移送費⽤削減等による効果を計上しています。
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電気消費量の推移 製造部⾨における原油換算消費量の推移

CO2排出量削減への取り組み

「環境中期⽬標」の最終年度である2020年度は、オフィス部⾨では積極的な省エネルギー活動に取り組んだものの製造部⾨ではエネルギ

ー使⽤量が増加し、CO2排出量は前年⽐1.6%増となりました。�連結売上⾼の減少により売上原単位は悪化いたしました。
�

環境中期⽬標の省エネルギー・CO2削減⽬標である「2020年 売上原単位2005年⽐20％削減」に対し、24%削減となり⽬標を達成い

たしました。
�

気候変動問題への対策は全世界の共通課題となっており、⼩林製薬グループとしても、最優先事項と位置づけております。
�2015年に採択された「パリ協定」の考え⽅に基づき、2019年にCO2排出削減⽬標の⾒直しを⾏い、「グループ全体のCO2排出量（スコ

ープ1、2）を2030年までに2017年⽐54.6%削減」という⻑期削減⽬標を設定しております。

CO2排出量の推移

CO2排出量につきまして、ここ数年電気利⽤の排出係数が変動しておりますが、弊社においてはこれまでの取り組み

との⽐較のため、固定値（0.378kg－CO2/KWh）を使⽤して算出した数値を掲載しております。

※売上原単位�

CO2の排出量を総量ではなく活動あたりの排出量で規制する考え⽅。当社では、売上⾦額を基準に算出しています。

製造部⾨における取り組み

2020年度は、3⼯場（富⼭⼩林製薬、仙台⼩林製薬、⼩林製薬プラックス）が省エネ法（エネルギーの使⽤の合理化に関する法律）におけ

る第2種エネルギー管理指定⼯場となっており、法令に基づく適正管理と届出を⾏っています。
�

各⼯場では、空調機の更新やエアー使⽤量の削減、冷熱設備の断熱強化の効果等の運⽤改善を⾏い、電⼒使⽤量の削減に取り組みました。
�

今後も⽣産活動の拡⼤により、エネルギー使⽤量が増加することが予想されますが、⽣産効率のアップと⼯程上のロスや在庫削減などにつ

とめ、省エネ効果の⾼い設備更新などの省エネルギー活動を⾏ってまいります。
�

また、CO2排出の多い国内主⼒⼯場を中⼼にCO2排出ゼロ電⼒の導⼊などを進めており、2020年度は仙台⼩林製薬の使⽤電⼒をCO2排出

ゼロ電⼒に切り替えました。
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間引かれた電灯

ハイブリッドカーの導⼊促進

物流における取り組み

配送トラックの⼤型化による台数削減や積載量の効率化を図っています。そしてミルク

ランを推進して、⾞両の効率的な運⽤に取り組んでいます。
�

配送⽅法だけでなく、トラックなどにより効率的に積載するために、パッケージや積み

⽅を変更することで積載効率を上げるなど、資源の有効利⽤・廃棄物の削減も図ってい

ます。
�

また、船舶を使った輸送などモーダルシフトも推進し、「エコシップマーク」も取得し

ています。

オフィス部⾨における取り組み

（1）室温管理の徹底、（2）照明の間引きやLEDへの更新、（3）クールビズの実施、

などの取り組みを⾏っています。

ハイブリッドカーの導⼊促進

近年、環境⾯への配慮として、製品の⽣産から物流までのすべての段階において、資源

の有効活⽤やエネルギー、廃棄物の削減に取り組んでいます。
�

⼩林製薬グループにおいても、前年⽐5％の燃費向上を⽬指したエコドライブに取り組

んでおり、ハイブリッドカーの導⼊率は86.0％となりました。今後もハイブリッドカー

の導⼊を進めてまいります。

【富⼭⼩林製薬㈱】CO2削減の取り組み

富⼭⼩林製薬は、第⼆種エネルギー管理指定⼯場であり、健康補助⾷品の⽣産増加などに伴い、CO2排出量は増加する傾向にあります

が、継続して削減の取り組みを⾏っています。
�

まず、設備機器の使⽤に伴う排気を暖房に利⽤する、配管を保温するなど、⽣産を⾏う上で使⽤する設備の効率化、再利⽤などを⾏って

います。
�

また、海外の原料や資材のルートを変更するなどして、船舶輸送を増やすことでモーダルシフトを進めています。その他遮熱塗装や室外

機への散⽔など空調の効率的運⽤も⾏い、省エネルギーに努めています。
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成⻑したグリーンカーテン 事務所建屋を覆うグリーンカーテン

従来の蛍光灯 LED照明

グリーンカーテンで節電・エコ活動

2012年に、夏の節電への取り組みとして、事務所建屋の東側と南側にゴーヤ、ヘチマ、ひょうたんの苗を植え、グリーンカーテンとして

育てました。成⻑したグリーンカーテンにより、夏場の事務所内は涼しくなり、扇⾵機だけで過ごせる⽇もありました。その後は、植物

から遮光性の⾼いカーテンに変更し、植物と同等の遮光性を担保することで室内温度の上昇を抑制しています。植物を植えるより育成の

⼿間がかからない上、台⾵・⼤⾬等の⾃然の影響も受けにくいため、より効率的な省エネ効果を得ることができました。

【仙台⼩林製薬㈱】CO2削減の取り組み

仙台⼩林製薬では、「アイボン」や「液体ブルーレットおくだけ」など⼩林製薬グループの主⼒製品の製造を⾏い、グループの中核製造

拠点という役割を担っています。新たに「サワデー⾹るスティック」の製造を開始する等、⽣産品⽬は増加傾向にありますが、継続して

様々な環境への負担を抑える取り組みを⾏っています。

【3Rの取り組み】危険物廃液処理から有価物へ

以前は危険物廃液を特別管理産業廃棄物として産業廃棄物処理業者に委託処理して頂いていましたが、現在は補助燃料として有効利⽤出

来るようになり、有価物として売却しています。

       委託処理していた危険物廃液

【省エネの取り組み】照明LED化、⾃動点滅による省エネ

従来の蛍光灯からLED照明にすることにより、電⼒消費量を68％削減（85W→26W）、また⽣産現場の照度を58％向上

（315lx→500lx）しました。また、照明に⼈感センサーを積極的に導⼊して⾃動点滅させ、ムダな電⼒削減に努めています。
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更新したエアコン 更新したエアコンプレッサ

【環境委員会活動】

各グループが⾝近な環境問題の改善に取り組み、毎⽉進捗状況を環境委員会で報告し協議しています。

⽣産現場では⽣産で使⽤するエアー使⽤量削減、エアー吐出圧削減

冷熱設備の断熱強化

物流では、⾃動ラップ巻機の設定変更によりラップ使⽤量削減

品質管理では、試験アルコール使⽤⽅法⾒直しにより廃液量削減 など

【愛媛⼩林製薬㈱】CO2削減の取り組み

愛媛⼩林製薬は、「熱さまシート」や「サラサーティ」など、不織布加⼯技術に特化した製造⼯場です。
�

地域の、そして地球の⾃然にやさしい会社であることを⽬指し、省エネや廃棄物削減等には専⾨の対策チームを設けて、積極的に環境活

動を推進しています。
�

「環境への負荷を低減する事業経営」が認められて、2004年に全国でもいちはやく環境省の認定制度「エコアクション21」を取得しま

した。

⾼効率モデルの設備に更新

⼤電⼒を消費する⽼朽化設備を⾼効率モデルに順次更新しました。
�

従来品に⽐べ、エアコンは使⽤電⼒が年間で13%の削減、エアコンプレッサは年間で3%の削減となりました。

小林製薬グループ CSR報告書 202117



廃棄物削減

限りある資源を⼤切に利⽤するためにも、また廃棄物による地球環境への負荷を減らすためにも、廃棄物削減は重要です。
�

⼩林製薬グループでは、⽣産効率の向上、資源の有効活⽤と廃棄物の徹底した分別による再資源化、リサイクルに取り組み、ゼロエミッ

ションの実現に向けた廃棄物の削減に努めています。
�2020年度は、再資源化やリサイクルを進めた結果、総排出量、最終処分量ともに削減できました。

�
今後はロスの削減を徹底するとともに、余剰となった原料を有効活⽤できるよう対応していく予定です。

産業廃棄物排出量の推移

ゼロエミッションとは

⼀般的には、発⽣した廃棄物を徹底分別しリサイクルすることで、単なる焼却や埋⽴てによって処分する産業廃棄物をなくすこと

です。⼩林製薬グループでは、発⽣した廃棄物のうち、最終処分地で処理する廃棄物量を1%未満にすること、と定義しています。

リサイクル活動の推進

2020年度のリサイクル率は、99.8％となりました。
�

今後は、リサイクル率の向上とともに、サーマル・リサイクル（焼却の際に発⽣するエネルギーも回収・再利⽤）からマテリアルリサイ

クル（使⽤済み製品や⽣産⼯程から発⽣するゴミを回収し利⽤しやすいように処理して新しい製品の材料や原料に使⽤）へのシフトをさ

らに進めていきます。

リサイクル量とリサイクル率の推移
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⽣物多様性保全について

⼩林製薬は、植物原材料を中⼼とした様々な⽣態系サービスを利⽤し、事業活動を⾏っています。地球環境の重要基盤である⽣物多様性

が⽣み出す⾃然の恵みは、⼩林製薬グループが創出する『快』の根源であり、⽣物多様性を保全することは持続的に事業活動を⾏ってい

くために重要な課題だと考えています。

⼩林製薬では、2020年に⽣物多様性保全に関して基本的な考え⽅、活動指針を明確にしました。

全社員が⽣物多様性の重要性を認識し、国際社会や地域と深く関わることで良好な関係を築き、⽣物多様性に関する社会的責任を果たす

ことを通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。

活動指針

事業活動や製品の使⽤・廃棄物等が、⽣物多様性に与える影響について把握します。

⽣物多様性に配慮した資源の有効利⽤を図り、⽣物多様性に与える影響を低減します。

各国・各地域の⽣物多様性条約に関連する法律や条例、国内ABS（Access�and�Benefit-Sharing：「遺伝資源へのアクセス

とその利⽤から得られる利益の配分」）指針等を遵守します。

⽣物多様性保全に資する従業員教育の実施や、社内外の関係者との連携・協働を通じ、社会全体の⽣物多様性に関する保全意

識の向上に努めます。

実態の把握1

影響の低減2

法令の遵守3

従業員教育と社内外連携4
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化学物質の安全管理

化学物質の管理徹底と削減

⼩林製薬グループでは、化学物資の適正な管理を事業活動上の重要課題と位置づけています。製品の開発や製造段階などで「リスクの⾼

い化学物質をできるだけ扱わない」ことを基本にしながら、法規制だけでなく独⾃の基準を⽤いて、より安全で確実な管理への取り組み

を進めています。

化学物質の安全管理に対する考え⽅

化学物質は、私たちの⽣活を豊かにそして快適にするうえで、なくてはならないものです。しかしその⼀⽅で⼈体や⽣態系に重⼤な影響

を与えるリスクも持っています。⼩林製薬グループでは関連法規の遵守はもちろん、製品開発から⽣産、物流に⾄るまで、それぞれの段

階で化学物質の管理に努めています。

PRTR

PRTR法に定められるPRTR（Pollutant�Release�and�Transfer�Register）制度とは、⼈の健康や⽣態系に有害の恐れのある化

学物質について、事業所からの環境（⼤気、⽔、⼟壌）への排出量及び廃棄物に含まれての事業所外への移動量を、事業者が⾃ら

届け出るとともに、国は届出データや推計に基づき、排出量・移動量を推計し、公表する制度です。

製品開発1

製品の中に含まれる化学物質は、原料の段階から法規制及び独⾃の基準に基づき安全に管理をしています。開発、設計段階におい

ては、PRTR対象物質の使⽤量を削減することで、環境性能や安全性を⾼める可能性があると考え、さまざまな製品で、機能を低

下させることなく、代替物質への切替えを⾏っています。

⽣産2

⽣産段階で発⽣するPRTR対象物質について、適正な処理を⾏い、その処理についても随時確認をし、環境への影響を低減できる

よう取り組んでいます。さらにコストも考慮しながら代替原料への変更も⾏っています。

物流3

倉庫においては薬事法に基づき厚⽣労働⼤⾂が定めた、医薬品等の品質管理基準にて、温度・湿度管理を⾏っています。また輸送

時において化学物質の漏洩などが発⽣しないよう、梱包形態の輸送チェックも⾏っています。

使⽤・廃棄4

使⽤・廃棄時の影響は製品開発時に配慮しています。
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当社でPRTR届出を⾏った対象化学物質（2020年度）

（t/年）

対象化学物質名 ⽤途

事業所外への移動量 事業所外への排出量

下⽔道
産業廃棄物

�としての移動
⼤気 公共⽤⽔域 ⼟壌

ドデシル硫酸ナトリウム 製品原料 0.000 0.310 0.000 0.000 0.000

４－ヒドロキシ安息⾹酸メチル 製品原料 0.000 0.067 0.000 0.000 0.000

Ｎ－（４－ヒドロキシフェニル）アセトアミド 製品原料 0.000 0.190 0.000 0.000 0.000

ペルオキソニ硫酸の⽔溶性塩 製品原料 0.000 0.230 0.000 0.000 0.000

ほう素化合物 製品原料 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000

ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル

（Ｃ＝１２－１５）

製品原料 0.000 0.220 0.000 0.000 0.000

アセトニトリル 試薬 0.000 1.200 0.000 0.000 0.000
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改良前 改良後

改良前：アイテムにより、下容器構造がバラバラ 改良後：アイテム間の互換性あり

製品開発における環境負荷低減

“あったらいいな”の新製品を開発し続ける⼩林製薬は、ものづくりにおける環境負荷低減の責任は⼤きいと考えています。

容器包装の分野では、Reduce（減らす）、Reuse（再利⽤）、Recycle（再資源化）、Renewable（再⽣可能原料への転換）の４視点

での取り組みを重視しています。具体的には、製品の外装パッケージの「ブリスター仕様のエコ化」、バージン原料と同等の品質の「再

⽣プラスチックの積極利⽤」、⽯油由来プラスチックより低炭素かつ再⽣可能な植物由来の原料を使⽤した持続可能な「バイオマスプラ

スチックの積極採⽤」、適切に管理がなされている森林から⽣産された「森林認証紙の導⼊」の4項⽬を主軸として開発を進めています。

持続可能なものづくり

Reduce(減らす)

製品設計において、プラスチック部分を薄くしたり、部品点数の削減、外装箱の設計改善などによる材料使⽤量の削減、さらには廃棄物

容積を⼩さくすることに向けて取り組みを進めています。2019年度は『Sawaday�クルマ専⽤クリップ�パルファム』の外装カバーを⾒直

すことで、従来品に⽐べプラスチック使⽤量を約55％削減することに成功しました。

Sawaday�クルマ専⽤クリップ�パルファムの例

Reuse（再利⽤）

再利⽤の視点では、詰め替えや付け替え製品の推進に取り組んでいます。�当社の国内家庭⽤品製造販売事業において⼤きな売上を占める

『液体ブルーレットおくだけ』では、構造上難しく⻑年の課題であった下容器の改良を�実現し、アイテム間の互換性をもたせることがで

きました。
�

これにより、お客様に対し、製品の付け替え使⽤のご提案をより⼀層進めていきます。
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カイロ回収BOX活⽤促進ポスター

変更前パッケージ 変更後パッケージ

Recycle（再資源化）

2019年より、関⻄の⼀部店舗に使⽤済み『カイロ』の回収BOXを設置。⾃社製品のみ

ならず他社製品も含め回収したカイロの鉄粉はリサイクルされ、新たな鉄粉として⽣ま

れ変わります。これまで廃棄されていた使⽤済みカイロの鉄粉をリサイクルする場を提

供することで循環型社会に貢献していきます。

Renewable（再⽣可能原料への転換）

アルミパウチ包材について植物を原料とした素材への転換を開始しています。『⼩林製

薬の濃い杜仲茶』外装のパウチの20％を⽯油由来のポリエチレンから植物由来ポリエチ

レンテレフタレートに転換しました。今後も、積極的に植物由来ポリエチレンテレフタ

レートなどの再⽣可能原料への転換を進めていきます。

『噛むブレスケア』

改善点

『噛むブレスケア』は、従来のブリスターパックと呼ばれる透明なプラスチックと台紙の包装形態から、新開発したフィルムパッケージ

に変更したことで、資材点数を7点から5点に削減したことや、消費者が購⼊から⾷べるまでの⼯程を6⼯程から4⼯程に削減し、環境とユ

ーザーの負担軽減の視点などから総合的に評価されました。
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プラスチック削減の取り組み

現在、⼩林製薬では158ブランド、1005SKUの製品を取り扱っています。その多くで⽯油由来のプラスチックを材料とし、製品において

年間約8,000tのプラスチックを使⽤しています。⼀般的な⽯油由来のプラスチックは、その製造過程において多くのCO2が排出され、地

球温暖化を推し進める⼀因とも⾔われています。加えてプラスチックごみの海洋流出も問題となっており、⼤きな社会課題となっていま

す。

⼩林製薬では、⽯油由来のプラスチック使⽤削減に向け、2021年春より、特に使⽤量の多い「お部屋の消臭元」「トイレの消臭元」「液

体ブルーレット」などを中⼼に、再⽣プラスチックやバイオマスプラスチックなどの環境負荷が低い環境配慮型樹脂に変更します。ま

た、使⽤量⾃体の削減として、外装箱の設計改善、部品点数の削減、プラスチック部分を薄くすることや廃棄物容積を⼩さくする取り組

みを進めています。

さらに、製品だけでなく、店頭販促物として全国の⼩売各店に設置している芳⾹・消臭剤製品の「⾹りサンプル」の紙化も推進していま

す。従来は包装カバーと設置⽤フックの素材にプラスチックを使⽤していましたが、2021�年より包装カバーを紙製の箱に置き換え、設

置⽤フックについては「MAPKA（マプカ）」という紙パウダーを主原料とした素材に切り替えます。これにより、⽯油由来のプラスチッ

ク使⽤量を年間約5t削減できます。

バイオマスプラスチック化
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⼩林製薬の

環境への想い

「エコをカタチに」

付与基準とマーク

「エコをカタチに」

マーク表⽰製品⼀覧

⼩林製薬 製品開発エコ基準

⼩林製薬は、2019年2⽉に、パリ協定やSDGsなど、近年の気候変動・地球環境に関わる国

際的な潮流を加味した「⼩林製薬グループ 環境宣⾔2030」「新・環境⾏動指針」を公表

いたしました。
�

企業としての課題解決への貢献姿勢を社内外に向けて明確に⽰すことで環境活動を強⼒に推

進するための旗印とし、ステークホルダーからの期待と要請にも応え、持続的成⻑に向け取

り組んでいます。
�

製品開発においては、従来より環境配慮を重視しており、2011年度より「製品開発エコ指

標」という⾃主基準を設け、製品の開発段階においてその環境負荷について確認し、基準を

満たすことを発売の条件としてきました。
�

この度、より⾼いレベルでの環境負荷の低減に取り組むべく、項⽬の⾒直しや運⽤⽅法の改

善を2020年に⾏いました。あわせて製品開発における環境負荷低減を⾒える化するため、

新たに環境負荷低減に寄与する⾃社基準「⼩林製薬製品開発エコ基準」を設け、基準を１つ

以上満たした製品に「エコをカタチに」マークを付与する制度の運⽤を2021年より開始し

ました。

あったらいいなを

カタチにする製品開発

エコをカタチに

環境負荷低減の⾒える化

小林製薬グループ CSR報告書 202125



⼩林製薬の

環境への想い

「エコをカタチに」

付与基準とマーク

「エコをカタチに」

マーク表⽰製品⼀覧

⼩林製薬 製品開発エコ基準

原料調達から製品設計まで、製品のライフサイクル上で環境負荷を低減する9つの付与基準を設定しています。
�

9項⽬のうち1つ以上該当する製品に「エコをカタチに」マークを付与し、製品パッケージに表⽰いたします。

分類 付与基準

原料調達

① 内容物（有機成分）中の植物由来原材料が50%以上使⽤

② 内容物において、リサイクル原材料を10%以上使⽤

材料調達および製品設計

③ 容器包装において、リサイクル原材料を10%以上使⽤

④ 容器包装において、植物由来原材料を20%以上使⽤

⑤ 基準製品※よりも容器包装重量を10%以上削減

⑥ 基準製品※よりも廃棄物量を10%以上削減

⑦
容器包装において、本体と⽐べ、単位容量当たりの重量⽐が50%以上削減できるつめ替

え、つけ替え

⑧ 基準製品※よりも、使⽤に供される内容物の原材重量を10%以上削減

全ライフサイクル ⑨
基準製品※よりも、製品のライフサイクルのいずれかのステージ（内容物の調達と廃棄、包

装容器の調達と廃棄、⽣産、物流、および使⽤）でCO2排出量を10%以上削減

※基準製品とは、2018年販売製品。また2019年以降に発売された製品は、その発売時の製品とする。
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「エコをカタチに」マーク

「エコをカタチに」マークは、コーポレートブランドスローガ「“あったらいいな”をカタチにする」の考え⽅に沿って、環境への

思いをわかりやすく表現しています。「製品開発エコ基準」を満たした製品のパッケージに付与基準の該当理由とともに表⽰し環

境負荷低減を⾒える化することで、お客様が製品のコンセプトやパフォーマンスだけでなく環境視点からも店頭でお選びいただけ

るようになります。
�

2021年3⽉より「消臭元」ブランドで41アイテム、「ブルーレット」ブランドで47アイテム、計88アイテムで「エコをカタチ

に」マークを表⽰した製品の発売を順次開始しました。今後の製品開発において基準をクリアした製品には随時マークを表⽰して

いきます。
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⼩林製薬の

環境への想い

「エコをカタチに」

付与基準とマーク

「エコをカタチに」

マーク表⽰製品⼀覧

⼩林製薬 製品開発エコ基準

容器包装において、リサイクル原材料を10％以上使⽤認定基準③

お部屋の消臭元

製品詳細

お部屋の消臭元
�

おうち時間

製品詳細

お部屋消臭元
�

シトラスパルファム

製品詳細

お部屋の消臭元
�

パルファム

製品詳細

お部屋の消臭元
�プリンセスパルファム

製品詳細

タバコ消臭元
�ストロング

製品詳細

ペット消臭元

製品詳細

介護の消臭元

製品詳細

消臭元無⾹料

製品詳細

トイレの消臭元

製品詳細

トイレの
�消臭元CLEAN

製品詳細

トイレの消臭元
�パルファム

製品詳細
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https://www.kobayashi.co.jp/seihin/osg/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/osg_oz/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/osg_spf/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/osg_pf/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/osg_pp/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/gsg3/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/osg_p/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/kgsg/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/sg_muko/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/tsg/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/tsg_k/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/tsg_pf/index.html


基準製品※よりも容器包装重量を10%以上削減認定基準⑤

⾎流改善�肩ホットン

製品詳細

⾎流改善�腰ホットン

製品詳細

Sawaday�クルマ専⽤

クリップ�パルファム

製品詳細

Sawaday�クルマ専⽤

クリップ

BOTANICAL(ボタニ

カル)

製品詳細

ナイトミン�⿐呼吸テ

ープ�強粘着タイプ

製品詳細

※1
ナイトミン�⿐呼吸テ

ープ�肌にやさしいタ

イプ

製品詳細

基準製品よりも廃棄物量を10%以上削減認定基準⑥

ブルーレット
�スタンピー（本体）

製品詳細

ブルーレット
�スタンピー
�除菌フレグランス
�（本体）

製品詳細

ブルーレット
�スタンピー
�除菌効果プラス（本

体）

製品詳細
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https://www.kobayashi.co.jp/seihin/kke_kah/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/kke_koh/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/sw_car_cp/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/sw_car_cb/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/nm_tape_k/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/nm_tape/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/bl_st/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/bl_st_jkf/index.html
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容器包装において、本体と⽐べ、単位容量当たりの重量⽐が50％以上削減できるつめ替え、つけ替え認定基準⑦

ウィルテクト�⾼濃度

アルコール除菌 &拭

きとりウエット（つめ

替）

製品詳細

※

液体ブルーレット
�おくだけ（つけ替）

製品詳細

液体ブルーレット
�おくだけ

�アロマ（つけ替）

製品詳細

液体ブルーレットおく

だけ除菌EX （つけ

替）

製品詳細

＊

液体ブルーレット
�おくだけ除菌EXフレ

グランス（つけ替）

製品詳細

液体ブルーレット�除

菌効果 プラス
�（つけ替）

製品詳細

＊

液体ブルーレット
�Premium

PERFUME
�（プレミアム�パフュ

ーム）
�（つけ替）

製品詳細

液体ブルーレット�は

なリウム（つけ替）

製品詳細

液体ブルーレット�北

欧（つけ替）

製品詳細

ブルーレットおくだけ

（つけ替）

製品詳細

ブルーレットおくだけ

漂⽩剤（つめ替）

製品詳細

無⾹空間™

（つめ替�※「ほのか

なラベンダーの⾹り」

除く）

製品詳細
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https://www.kobayashi.co.jp/seihin/wt_kah/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/eblo/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/eblo_a/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/eblo_jex/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/eblo_jexf/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/eblo_jkp/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/bl_pr_p/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/eblo_h/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/eblo_hokuoh/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/blo/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/blo_h/index.html
https://www.kobayashi.co.jp/seihin/mk/index.html
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