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Ⅰ．組織の概要

（１） 名称及び代表者名
ティーツーケー株式会社
代表取締役　栗山　豪利

（２） 所在地
　本社・本社倉庫 〒710-0145　岡山県倉敷市福江41-4
　水島ＩＣ倉庫・事務所 〒710-0146　岡山県倉敷市曽原928-5
  稗田倉庫 〒711-0937　岡山県倉敷市稗田町2617
　江長倉庫 〒712-8031　岡山県倉敷市福田町浦田2653-42
　ＳＴＯＣＫ倉庫 〒710-0142　岡山県倉敷市林2168-2
　四十瀬倉庫 〒710-0835  岡山県倉敷市四十瀬83

（３） 環境管理責任者氏名及び担当者連絡先
責任者 物流事業部部長 　　槇尾　有祐 TEL：086-485-2109
担当者 管理本部　　　　　　　大澄　尚子 FAX：086-485-3033

営業部　ＣＳ課　　　 　 角南　 加奈
（４） 事業内容

出荷代行業、仕入商品（日用雑貨、文房具など）の企画・加工・販売

（５） 事業の規模
年間出荷個数  1,688,373 個（2020年度）
2020年度売上  124,002 万円

（６） 事業年度 9月～翌年8月

□認証・登録の対象範囲

登録組織名：ティーツーケー株式会社
対象事業所：本社・本社倉庫、水島IC倉庫・事務所、稗田倉庫、江長倉庫、STOCK倉庫
事業活動：出荷代行業、仕入商品（日用雑貨、文房具など）の企画・加工・販売

対象外：四十瀬倉庫　　（2023年度の拡大予定）

□ 環境経営実施体制

江長倉庫

在庫保管 在庫保管 在庫保管

11880㎡＋99㎡ 405㎡ 842㎡ 1399.72㎡

四十瀬倉庫

0人

2023年

稗田倉庫
水島ＩＣ倉庫

事務所

2022年 2022年

ＳＴＯＣＫ倉庫
出荷代行

カスタマーサポー
ト

出荷代行、
仕入商品の販売

登録済み 2022年
2071㎡

62人 5人 0人 0人

拡大審査時期

本社・本社倉庫

経理・総務
・システム

3人
826㎡

事業活動

従業員(人）
延べ床面積（㎡）

登録済み

　　　　今回は対象外（次年度に拡大する）

三宅　王子 東山　千晃 大浦　祐美子

江長倉庫

Ｔ２Ｋ
ＳＴＯＣＫ倉庫松下　光 小割　英治

管理本部 物流事業部営業部
金澤　愛子

販売事業部
亀山　雪絵

四十瀬倉庫
運送事業部
國年　美穂

大澄　尚子
環境推進委員会 角南　加奈

本社倉庫 水島ＩＣ倉庫・事務所 稗田倉庫

代表者　社長
栗山　豪利

環境管理責任者
槇尾　有祐

環境事務局
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1. 環境関連法規制や当社が約束したことを遵守します。

2. 創意工夫による省エネルギーにより二酸化炭素排出量の削減に努めます。

3. 適正な利用により水使用量の削減に努めます。

4. 安心で安全な製品並びに環境に配慮した商品の開発と販売を推進します。

5. 簡易梱包の推進を図り、お客様のところへ届くゴミの削減に努めます。

以上を全従業員に周知徹底いたします。

制定日：

改訂日：

ティーツーケー株式会社
代表取締役

栗山　豪利

Ⅱ.環境経営方針

　ティーツーケー株式会社は、ますます深刻化する地球温暖化や今後予想される地下資源の枯渇へ
の対応が人類共通の重要課題と考えており、本業である発送代行という物流の現場を通じて、地球
温暖化問題への取り組みや地域の環境活動に自主的・積極的に取り組みます。
　活動内容は、環境経営における課題やチャンスを定期的に見直すことで明確にし、効率よく、無
駄なく、タイムリーに従業員一丸となって継続的に改善活動に取り組んでまいります。

2018年3月1日

2018年6月1日

4



Ⅲ．環境経営目標及びその実績

（１）２０２０年度目標

2019年度（2019.9～2020.8）実績を基準にした。

単位
2019年度
基準年度

kg-CO2 249,661 △1% 247,164

kWh 338,264 △1% 334,881

L 2,411 △1% 2,387

L 3,547 △1% 3,512

kg 2,119 △1% 2,098

kg 3,970 △1% 3,930

kg 670 △1% 663

㎥ 1,056 △1% 1,045

環境配慮型商品 個 654 +10% 719

（注）対象事業所：本社・本社倉庫、水島IC倉庫・事務所、稗田倉庫

（注）化学物質の使用がないため、目標としない

（２）中期目標

2021年度以降は、2020年度実績を基準年度にする。

kg-CO2 185,310 183,457 181,604 179,750

対基準 △１% △２% △３%
kWh 222,657 220,431 218,204 215,977

対基準 △１% △２% △３%
L 1,670 1,653 1,636 1,619

対基準 △１% △２% △３%
L 6,270 6,207 6,145 6,082

対基準 △１% △２% △３%
kg 3,483 3,448 3,413 3,378

対基準 △１% △２% △３%

kg 5,990 5,930 5,870 5,810
対基準 △１% △２% △３%

kg 19,970 19770 19571 19371
対基準 △１% △２% △３%

㎥ 926 917 907 898
　　削減 対基準 △１% △２% △３%

個 641 705 769 833
対基準 ＋10% ＋20% ＋30%

注） 電力の二酸化炭素排出係数は、0.694kg-CO2/kWhを使用(中国電力のH28年度調整後排出係数)
注） 対象事業所：本社・本社倉庫、水島IC倉庫・事務所、稗田倉庫、江長倉庫、STOCK倉庫

産業廃棄物

廃棄物排出量

　ガソリン

　軽油

Ⅴ．環境配慮型
製品の販売

　一般廃棄物
　　　削減

Ⅱ．廃棄物削減

項　目

2023年度
2020年度

実績

ガソリン
使用量削減

2021年度

　一般廃棄物

軽油
使用量削減

二酸化炭素排出量

　電力

2020年度目標

水使用量

Ⅲ．水使用量

　　　　　　　　年　度
　　項　目

産業廃棄物削減

電力使用量削減

Ⅰ．二酸化炭素
排出量削減

　ガス

ガス
使用量削減

2022年度
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（３）対象期間（2020年度）の実績

基準 目標 実績 達成度 評価

kg-CO2 249,661 247,164 185,310 133% 〇

対基準 △１%

kWh 338,264 334,881 222,657 150% ○

対基準 △１%

L 2,411 2,387 1,670 143% ○

対基準 △１%

L 3,547 3,512 6,270 56% ×

対基準 △１%

kg 2,119 2,098 3,483 60% ×

対基準 △１%

kg 3,970 3,930 5,990 66% ×

対基準 △１%

kg 670 663 19,970 3% ×

対基準 △１%

㎥ 1,056 1,045 926 113% ○

対基準 △１%

個 654 719 641 89% ×

対基準 ＋10％

注)評価欄にて、○：達成、△：やや未達成、×：未達成

注）対象事業所：本社・本社倉庫、水島IC倉庫・事務所、稗田倉庫、江長倉庫、STOCK倉庫

（４）環境目標の達成度評価

①ＣＯ２総量 業務拡大により、未達成となった。原因は、電力、軽油の影響による。

②電力 出荷量が1.3倍に増加したが、電力量は50％減になった。

③ガソリン リモートでの打ち合わせが増えたことにより、移動が少なくなり削減できた。

④軽油 業務拡大により、未達成となった。

⑤ガス 前年度の途中からしか実績がなかったため、未達成となった。

⑥一般廃棄物 出荷量が昨年より32％増加したため、未達成となった。

不良品の処分を顧客に依頼されたため、未達成となった。

⑧水 感染症対策のため、手洗いうがいの励行により、やや増加した。

⑨販売 ネット販売への需要が高まり、順調に売り上げを伸ばした。

ガソリン
使用量削減

（2020年9月～2021年8月）　　　　　　　　年　度
　　項　目

電力使用量削減

Ⅴ．環境配慮型
　　製品の販売

一般廃棄物
　　　削減

Ⅰ．二酸化炭素
　　排出量削減

Ⅱ．廃棄物削減

⑦産業廃棄物

ガス
使用量削減

(参考：やや未達は7％以内)

Ⅲ．水使用量
　　削減

産業廃棄物削減

軽油
使用量削減

対象期間における実績

注）基準は2019年度実績
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◎よくできた　○まずまずできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

達成状況

〇

○

○ 作業していないときは倉庫の照明はこまめにきることができた。

次年度は水島IC倉庫において、残っているLED電灯への変更を行う。

○ エコドライブの成果がでた。
○ 安全運転を心がけることができた。
○ リモートでの打ち合わせが増えたため、移動を減らすことができた。

○
エアコンでの使用なので、室温を確認しながら使用した。

次年度も、引き続き室温を確認しながら使用する。

○ クラウド型のサーバーを導入し、書類のデータ化を進めた。
○

・出荷商品に適したサイズの資材の使用 〇 商品のサイズに合わせた段ボールの作成を行った。

次年度は、引き続き社内でのペーパーレスを勧める取組をする。

○ 顧客より、不良品の処分を依頼された。
○ 今年度の実績を踏まえて、目標設定をした。

次年度は、産業廃棄物の廃棄の際に必要な契約書や書類を確認しておく
。

○
○ 簡単なポスター等を掲示した結果、意識が向上した。

次年度は、トイレ用擬音装置の取り付けをする。

○ よりアピールできるような商品ページを考えた。
○

次年度は、種類を増やすなど、商品の充実を図る。

・不要なアイドリングストップ

環境配慮型製品の販売

・ホームページでのＰＲ

・来年度以降の目標設定

水使用量の削減

一般廃棄物の削減

・実態調査

・帳票類の見直し
一人一台ノートパソコンを持つことにより、会議の際の資料を印刷せ
ずに済むようになった。

・印刷書類の削減

ガス使用量の削減（LPG）

・空調温度の適正化（冷房28℃暖
房20℃）

今年度の実績を踏まえて、高い目標設定をした。・来年度以降の目標設定

＜次年度の重点的な取り組み内容＞

　①水島ＩＣ倉庫の照明灯のＬＥＤ化の推進
　②ＳＤＧｓの勉強会を未実施の従業員を対象に行い、業務に反映させる。
　③EA21未登録の四十瀬倉庫の登録拡大
　④入荷された資材のうち、再利用の推進
　⑤教育訓練計画に基づき、マネージメントミーティング等における教育訓練の推進

節水の呼びかけにより達成できた。

産業廃棄物の削減

・節水シールの貼り付けとポスター掲示

・急加速・急停車の防止

・節水の周知徹底

ガソリン使用量の削減

・効率的な移動

・空調温度の適正化（冷房28℃暖
房20℃）
・不要照明の消灯

エアコンが古く温度設定が難しいため、温度計を購入し室温を確認し
ながら使用した。

電力使用量の削減

取り組み計画

二酸化炭素排出量の削減

Ⅳ．環境経営計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

評価結果と次年度の取組内容

・下記の通り。 出荷量の増加とそれに伴う従業員の増加により、やや未達成となっ
た。
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Ⅴ．環境関連法規等の遵守状況の評価の結果

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りである。

遵守評価

遵守

遵守

遵守

遵守

遵守

なお、環境法規制等への違反、訴訟、環境上の苦情等も過去３年間ありません。

Ⅵ．代表者による全体の評価と見直し

代表取締役　栗山　豪利

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていることを確認しました。

遵守すべき要求事項

フロン排出抑制法 フロン類使用機器の定期点検と記録、漏洩防止、廃棄時の適切な処理

廃棄物処理法
保管基準の遵守、収集運搬・処分業者との適正な契約、マニフェストの
交付・保存・確認・交付状況等報告書の提出

浄化槽法

消防法

適用される法規制

使用済自動車の適正な事業者（引取登録事業者）への引き渡し自動車リサイクル法

2021年10月21日

浄化槽の設置の届出、保守点検、清掃、水質定期検査の実施

　当社がエコアクション21の活動を始めて3年が経ちました。
その間、ＳＤＧsの研修会を行うなど、社員全員に環境問題に取り組むための大切さを認識する機会を設け
てきました。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、会社や従業員を取り巻く状況が大きく変化し、エコアクション
21の活動についてもあらためて考え直さなければならなくなりました。
しかし、どんな状況に置いても、地球環境や自然環境を次世代に残すための取り組みの大切さは変わるこ
とはありません。
数値目標は若干下回る結果となりましたが、従業員の意識は高まっておりますので、引き続きより一層の
取り組みを考えて参りたいと思います。
次年度は、残っている水島IC倉庫内の電灯をLEDへ交換します。

（防火対象物）防火管理者の届出、消防計画の作成、避難訓練の実施、
消火設備・火災警報設備の点検整備、避難設備の維持
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【環境に配慮した取り扱い商品】

マイクロスター（アウトドア用）は、

超極細ファイバーからできているため、

吸水性に優れており、また軽い汚れも
環境保護のための革命的製品として金賞を受賞

水だけで落とします。

土の中で分解可能なオーガニックの 環境にも配慮し、

バンブーファイバー（竹の繊維）、 80%リサイクル素材で製造されています。

コーンスターチ、アミノ酸由来の樹脂などから出来ています。

自社商品販売ショップサイト

PARCELA［パルセラ］ https://www.parcela.jp/

SYMPL [シンプル] https://www.rakuten.ne.jp/gold/fsapo/
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