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加藤産業は、2007年の「環境報告書」以来、環境に関する
年次報告書を発行してきました。2009 年からは社会的側
面の報告を充実させ、「環境・社会報告書」としています。
今回の報告では、地域・社会との関わりについての情報
を増やし、社会的側面に関する報告を充実させました。また
IR情報についても追加しました。
特集では、3つのテーマを取り上げています。一つは、太

陽光発電を利用した自然エネルギーの活用について掲載
しています。  また、コンプライアンスを重視した企業風土
の醸成のための取り組みを詳細に掲載しています。最後
に、近年、頻発している災害について当社の取り組み内容
を詳細に記しました。
表現面では、取り組みに関わるさまざまなステークホル
ダーの評価・意見を昨年度版以上に掲載するよう努めま
した。
※本報告書に掲載していない情報などは、ウェブサイトをご覧ください。
　http://www.katosangyo.co.jp/csr/

▲太陽光発電システム

▲みんなの夢AWARD

<環境的側面>
　2014年度版報告では加藤産業㈱、連結子会社カトーロジスティ
クス㈱、ケイ低温フーズ㈱、和歌山産業㈱を報告対象としています。
今後その他グループ各社についても順次報告対象に組み入れる
方針です。

<社会的側面>
　原則として、加藤産業グループ（加藤産業㈱および連結子会社・
持分法適用会社20社<2013年9月現在>）を報告対象としていま
す。本報告書の文中では加藤産業グループを当社グループ、加藤産
業㈱を当社、それ以外の場合は具体的対象会社を明示しています。

2012年10月～ 2013年9月を中心に報告しています。

■対象分野
社会、環境、経済の3側面の情報について報告しています。

■対象分野
環境省　環境報告ガイドライン（2012年版）

Ⅰ 自然エネルギーの活用にむけて

Ⅱ コンプライアンスを重視した
    企業風土の醸成のために

Ⅲ 頻発する自然災害への対応

特 集

社会的側面の取り組み

環境保全の取り組み

トップメッセージ

グループ概要

従業員との関わり

株主・投資家のみなさまとの関わり

コーポレート・ガバナンス
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食の安全・安心への取り組み

地域・社会との関わり

環境負荷の全体像

環境マネジメントシステム 

CO2排出量削減の取り組み

汚泥流出事故への対応

周

対 象 組 織

編 集 方 針

対 象 期 間

対 象 分 野

参 考 に し た ガ イド ラ イ ン
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はじめに

2013 年を振り返りますと、異次元の金融緩和から株式
市況に活気が戻り、円安による輸出産業の復活などの経済
面と同時に、富士山の世界文化遺産への登録、オリンピッ
ク・パラリンピックの東京開催の決定、和食のユネスコ無
形文化遺産への登録など、世界から日本が注目され、評価
される出来事が続きました。
一方で、従業員に対して過剰労働やサービス残業を強い
たり、パワハラ、偽造請負や派遣差別を行うなどが問題視
されている企業、いわゆるブラック企業や食品表示の偽装
問題が大きく取り上げられた年でもありました。
当社グループでは、我々が今、何をするべきなのかをも

う一度、原点に戻り考え、どのような状況下を迎えても
しっかりと前に向かって乗り越えられる体制や仕組みを
構築してまいります。

食品の安全性について

当社グループは、当社および子会社において食品製造工
場を保有しており、食品製造メーカーとして製品の「安全・
安心」の確保が最も重要なテーマだと考えております。
品質の向上を専門とする部署を中心にグループを横断
した品質管理体制の構築、法令等各種情報共有を行ってお
り、商品クレームや事故の発生防止、商品表示の適正化に
取り組んでおります。
また、国内外の当社オリジナル製品製造委託先さま向け
にも説明会を実施し、課題やその対策の情報共有、改善に
ついての討議の機会を増やすことで、一体となった「品質
向上の仕組み」を構築しております。
今後も引き続き、品質管理の徹底に取り組んでまいり
ます。

2014年度の対応

国内では、一部で景気回復が見られるものの、電気料金
の上昇、円安による商品の値上げ、また 2014年 4月から
の消費税増税による負担増等により、お得意先さま、お取
引先さま、そして生活者のみなさまにも厳しい年になるこ
とが予想されます。
そのような中で、中間流通企業である当社グループで
は、社員はもちろん、お得意先さま、お取引先さま、さまざ
まなステークホルダーのみなさまとの“つながり”が重要
だと考えます。
この“つながり”を通じて生活者のみなさまに、豊かな
食卓への新しい情報を発信し、食品の供給を通じて価値
を提供することで社会的責任を果たしてまいります。

海外事業の展開

2013 年 10 月に加藤 SC アジアインベストメント㈱の
100%子会社として、ベトナムに食品卸事業会社「加藤産
業ベトナム株式会社」を設立いたしました。
ベトナムは、従来の地元企業中心の小規模な流通形態か
ら、日系および欧米の大手スーパーやコンビニの進出、ま
た大手食品メーカーの現地生産など大規模化が進む中で、
売場と商品を有機的に結び付ける食品卸売事業の需要拡
大が見込まれます。特に商品、市場の詳細分析ノウハウを
活かした日本式卸は、消費者の多様な嗜好を満足させられ
る先進的なものです。
今後は、同国に進出した海外スーパーや地元の大規模小
売業をターゲットに日本式卸売事業を展開してまいります。

法務コンプライアンス部　設置

コンプライアンス推進体制の強化と、法令その他の社会
規範および社内ルールを遵守した適切な業務運営推進に
取り組み、コンプライアンスを重視した企業風土のさらな
る醸成とその徹底を図るために、2013年 4月に管理本部
内に「法務コンプライアンス部」を設置いたしました。
今後は社内研修を強化し、社員一人ひとりのレベルアッ
プ強化に努めてまいります。

トップメッセージトップメッセージ

代表取締役社長

生活者の
みなさま
生活者の
みなさま

お取引先さまお取引先さま お得意先さまお得意先さま
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グループ概要グループ概要

加藤産業株式会社（2013年 9月 30日現在）
 1947年（昭和22年）8月 22日

 兵庫県西宮市松原町 9番 20号

 代表取締役社長　加藤和弥

 総合食品卸売業、カンピー製品製造発売元

 11支社、26支店・営業所

 59 億 3,405万円

 977人

創　　立

本　　社

代 表 者

事業内容

事業所数

資 本 金

従業員数

◎：連結子会社　○：持分法適用非連結子会社　△：持分法適用関連会社　※2013年9月30日現在

売上高推移（百万円）
連結単体 連結単体 連結単体
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720,258

578,196578,196

733,181
702,411
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当期純利益推移（百万円）
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5,508
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北海道支社、札幌支店
東北支社、仙台支店、山形営業所、秋田支店、仙台臨空センター、
仙台富谷センター、岩手センター、寺内センター、青森センター

北海道・東北
本社、乾物部、上郡工場
北近畿支社、北大阪支店、京都支店、南港流通センター、滋賀セ
ンター、多賀センター
南近畿支社、阪南支店、阪和支店、みなとセンター、関センター、
大山崎センター、泉佐野センター
西近畿支社、阪神支店、神姫支店、鳴尾センター、阪神ドライセ
ンター、龍野西センター

近畿

中四国支社、広島支店、岡山支店、高松支店、松山支店、河内臨空
センター、西風センター、広島チルドセンター、倉敷センター、
岡山海岸通センター、西大寺センター、米子センター、林田セン
ター、第二林田センター、南国センター、川内センター
九州支社、福岡支店、長崎支店、山口営業所、北野センター、甘木
センター、糸満センター、コープおきなわ共同購入センター、諫
早共配センター、日配センター

中四国・九州

東京本部
北関東支社、多摩支店、埼玉支店、新潟支店、羽村センター、瑞穂
センター、青梅共配センター、館林センター、岩槻センター、松
本センター
東関東支社、足立支店、千葉支店、千葉野田センター、羽生セン
ター、三郷センター、市川センター、美野里センター、船橋セン
ター
南関東支社、南東京支店、湘南支店、新かわさきFAZセンター、
鶴ヶ島センター、湘南センター、MS厚木センター、西多摩ドラ
イセンター

関東

中部支社、名古屋支店、静岡営業所、西春センター、音羽セン
ター、北陸センター、四日市センター、金沢津幡センター、春日
井センター

中部

当社拠点網

経済的側面の報告に関する詳細は、
ウェブサイトをご覧ください。
http://www.katosangyo.co.jp/irinfo/index.html

卸 売 業卸 売 業

◎ケイ低温フーズ（株）
◎ヤタニ酒販（株）
◎九州加藤（株）
◎カトー菓子（株）
◯カトー酒販（株）
◯カトー農産（株）
△三陽物産（株）
△エス・エイ・エスジャパン（株）

物 流物 流
◎マンナ運輸（株）
◎沖縄ロジスティクス（株）
◎カトーロジスティクス（株）

外 食外 食
○（株）アドバンス・キッチン

メ ー カ ーメ ー カ ー
◎和歌山産業（株）
◯兵庫興農（株）

そ の 他そ の 他
◎加藤不動産（株）
◯加藤SCアジアインベストメント（株）

加藤産業グループ

4

人材育成・研修制度について
従業員一人ひとりが持つ能力・個性を十分発揮できる

よう、各種制度を整備し職種、職位で求められる知識・能

力の向上に向け各階層に応じた研修を実施しています。

本年度のユニットマネージャー研修では「ナレッジマ

ネージャーの育成」をテーマに、各セールスのナレッジ

（知識）を引き出し、相互作用を醸成するスキルを身につ

ける研修を、業務推進ユニット研修では営業支援、商流シ

ステムの新機能についての研修を行い各自のスキルアッ

プを図りました。

今後も多角的な能力を持った人材の育成を図り、組織全

体のさらなるレベルアップをめざします。

働きやすい職場づくり
当社では2007年よりインターネットプログラム

｢wiwiw（ウィウィ）

※

｣を導入し、社内での育児休業取得者

の育児と仕事の両立や育児休業後のスムーズな職場復帰

を支援しています。

※｢wiwiw｣とは自宅に居ながら社内情報や育児ノウハウ、職場復

帰に役立つ情報を入手できる株式会社wiwiwが提供するイン

ターネットサービスです。

社内コミニュケーション
年に 3回発行される社内報「FRESH-UP」では、トップの

マネジメント方針の浸透や業績情報の共有化、社内プロ

ジェクト・研修での取り組みなどを掲載しています。

また、環境に関する情報も毎号掲載しています。

今後も社員の顔が見える社内報をめざし、全国各地の現

場から情報収集および情報発信をしていきます。

また、昨年に引き続き、社内報の編集から用紙、インキな

どの材料調達、印刷、配送、廃棄に至る全工程で排出される

CO
2
排出量を算定し、カーボン・オフセットしています。

従業員との関わり従業員との関わり

VOICE

2009年から 1 年間育児休業制度を取得し復帰しました。

復帰後、短時間勤務制度を 2年利用し、現在はフルタイム勤務

をしています。

職場では産休を取って復職した女性社員がいなかったため、

上司をはじめ周りの方々も対応に戸惑ったのではと思います

が、復帰を快く受け入れてくださり、本当に感謝しています。

産休・育児休業を取得することでよかった点は、育児休業も

6ヶ月を過ぎてくると、隙間時間ではありますが、ある程度自分

の時間を持つことができます。その時間を使って簿記の勉強を

しましたが、仕事から離れることで、学びの面白さを再度実感で

きました。苦労した点は、まとまった睡眠が取れないことです。

復帰後、今までより視野は広がったと感じています。また、同

じ働く女性との異業種交流によって、仕事に関係あるかないか

に関係なく、働く女性たちの工夫や学びの姿勢が非常に高いこ

とを感じ、今までの自分を振り返ることができました。

今後ますます高齢化社会が進み、大介護時代がやってくると

言われています。育児をする社員も、介護をする社員も時間や働

き方に制約があるという点で似ています。育児休業からの復職

者や制約ある社員の活用などを土台に、会社にとっても社員に

とってもメリットのある「働き方の柔軟性」が必要と思います。

東京本部　山田 理加

育児休業制度を取得して

環境情報掲載事例

2013.1

・照明設備省エネルギー改修工事

・地球温暖化対策のための税施行

2013.5

・環境社会報告書 2013発行

・エコキャップ活動全社で取り組み開始

2013.9

・ISO外部審査実施について

・電気料金値上げについて

新入社員研修新入社員研修
ユニット

マネージャ－研修
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マネージャ－研修
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グループ概要グループ概要

加藤産業株式会社（2013年 9月 30日現在）
 1947年（昭和22年）8月 22日

 兵庫県西宮市松原町 9番 20号

 代表取締役社長　加藤和弥

 総合食品卸売業、カンピー製品製造発売元

 11支社、26支店・営業所

 59 億 3,405万円

 977人

創　　立

本　　社

代 表 者

事業内容

事業所数

資 本 金

従業員数

◎：連結子会社　○：持分法適用非連結子会社　△：持分法適用関連会社　※2013年9月30日現在
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北海道支社、札幌支店
東北支社、仙台支店、山形営業所、秋田支店、仙台臨空センター、
仙台富谷センター、岩手センター、寺内センター、青森センター

北海道・東北
本社、乾物部、上郡工場
北近畿支社、北大阪支店、京都支店、南港流通センター、滋賀セ
ンター、多賀センター
南近畿支社、阪南支店、阪和支店、みなとセンター、関センター、
大山崎センター、泉佐野センター
西近畿支社、阪神支店、神姫支店、鳴尾センター、阪神ドライセ
ンター、龍野西センター

近畿

中四国支社、広島支店、岡山支店、高松支店、松山支店、河内臨空
センター、西風センター、広島チルドセンター、倉敷センター、
岡山海岸通センター、西大寺センター、米子センター、林田セン
ター、第二林田センター、南国センター、川内センター
九州支社、福岡支店、長崎支店、山口営業所、北野センター、甘木
センター、糸満センター、コープおきなわ共同購入センター、諫
早共配センター、日配センター

中四国・九州

東京本部
北関東支社、多摩支店、埼玉支店、新潟支店、羽村センター、瑞穂
センター、青梅共配センター、館林センター、岩槻センター、松
本センター
東関東支社、足立支店、千葉支店、千葉野田センター、羽生セン
ター、三郷センター、市川センター、美野里センター、船橋セン
ター
南関東支社、南東京支店、湘南支店、新かわさきFAZセンター、
鶴ヶ島センター、湘南センター、MS厚木センター、西多摩ドラ
イセンター

関東

中部支社、名古屋支店、静岡営業所、西春センター、音羽セン
ター、北陸センター、四日市センター、金沢津幡センター、春日
井センター

中部

当社拠点網

経済的側面の報告に関する詳細は、
ウェブサイトをご覧ください。
http://www.katosangyo.co.jp/irinfo/index.html

卸 売 業卸 売 業

◎ケイ低温フーズ（株）
◎ヤタニ酒販（株）
◎九州加藤（株）
◎カトー菓子（株）
◯カトー酒販（株）
◯カトー農産（株）
△三陽物産（株）
△エス・エイ・エスジャパン（株）

物 流物 流
◎マンナ運輸（株）
◎沖縄ロジスティクス（株）
◎カトーロジスティクス（株）

外 食外 食
○（株）アドバンス・キッチン

メ ー カ ーメ ー カ ー
◎和歌山産業（株）
◯兵庫興農（株）

そ の 他そ の 他
◎加藤不動産（株）
◯加藤SCアジアインベストメント（株）

加藤産業グループ
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人材育成・研修制度について
従業員一人ひとりが持つ能力・個性を十分発揮できる

よう、各種制度を整備し職種、職位で求められる知識・能

力の向上に向け各階層に応じた研修を実施しています。

本年度のユニットマネージャー研修では「ナレッジマ

ネージャーの育成」をテーマに、各セールスのナレッジ

（知識）を引き出し、相互作用を醸成するスキルを身につ

ける研修を、業務推進ユニット研修では営業支援、商流シ

ステムの新機能についての研修を行い各自のスキルアッ

プを図りました。

今後も多角的な能力を持った人材の育成を図り、組織全

体のさらなるレベルアップをめざします。

働きやすい職場づくり
当社では2007年よりインターネットプログラム

｢wiwiw（ウィウィ）

※

｣を導入し、社内での育児休業取得者

の育児と仕事の両立や育児休業後のスムーズな職場復帰

を支援しています。

※｢wiwiw｣とは自宅に居ながら社内情報や育児ノウハウ、職場復

帰に役立つ情報を入手できる株式会社wiwiwが提供するイン

ターネットサービスです。

社内コミニュケーション
年に 3回発行される社内報「FRESH-UP」では、トップの

マネジメント方針の浸透や業績情報の共有化、社内プロ

ジェクト・研修での取り組みなどを掲載しています。

また、環境に関する情報も毎号掲載しています。

今後も社員の顔が見える社内報をめざし、全国各地の現

場から情報収集および情報発信をしていきます。

また、昨年に引き続き、社内報の編集から用紙、インキな

どの材料調達、印刷、配送、廃棄に至る全工程で排出される

CO
2
排出量を算定し、カーボン・オフセットしています。

従業員との関わり従業員との関わり

VOICE

2009年から 1 年間育児休業制度を取得し復帰しました。

復帰後、短時間勤務制度を 2年利用し、現在はフルタイム勤務

をしています。

職場では産休を取って復職した女性社員がいなかったため、

上司をはじめ周りの方々も対応に戸惑ったのではと思います

が、復帰を快く受け入れてくださり、本当に感謝しています。

産休・育児休業を取得することでよかった点は、育児休業も

6ヶ月を過ぎてくると、隙間時間ではありますが、ある程度自分

の時間を持つことができます。その時間を使って簿記の勉強を

しましたが、仕事から離れることで、学びの面白さを再度実感で

きました。苦労した点は、まとまった睡眠が取れないことです。

復帰後、今までより視野は広がったと感じています。また、同

じ働く女性との異業種交流によって、仕事に関係あるかないか

に関係なく、働く女性たちの工夫や学びの姿勢が非常に高いこ

とを感じ、今までの自分を振り返ることができました。

今後ますます高齢化社会が進み、大介護時代がやってくると

言われています。育児をする社員も、介護をする社員も時間や働

き方に制約があるという点で似ています。育児休業からの復職

者や制約ある社員の活用などを土台に、会社にとっても社員に

とってもメリットのある「働き方の柔軟性」が必要と思います。

東京本部　山田 理加

育児休業制度を取得して

環境情報掲載事例

2013.1

・照明設備省エネルギー改修工事

・地球温暖化対策のための税施行

2013.5

・環境社会報告書 2013発行

・エコキャップ活動全社で取り組み開始

2013.9

・ISO外部審査実施について

・電気料金値上げについて
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ユニット
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情報開示 配当政策
当社では、株主・投資家のみなさまに適切なタイミング
で情報開示をすることに努めています。
決算情報、株式・株主情報等は年に２回、株主のみなさ
まにお届けしている「株主向け報告書」と併せてホーム
ページの「IR情報」にて速やかに公開しています。
「株主向け報告書」では、財務情報だけではなく、直近の
取り組みや CSR への取り
組みについても掲載して
います。

当社では、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要政
策と認識し、収益力の向上と財務体質の強化を図りなが
ら、安定的かつ業績に見合う適正な配当を維持することを
基本方針としています。
2013年 9月期は、中間配当・期末配当とも 1株当たり
22 円、年間配当が44円になり、この結果、配当性向は
23.37％になりました。

株主優待制度
株主のみなさまの日頃のご支援に感謝するとともに、当
社の事業内容をよりいっそうご理解いただけるよう、株主
優待制度を設けています。
9月末日（決算期末）現在の株主名簿に記載された 1単元

（100株）以上所有されている株主さま 1名につき、当社オ
リジナル製品「GＲＥＥＮ　WＯＯＤ手造りジャム」1セッ
トを贈呈しています。

株式の状況 （2013年9月30日現在）

発行可能株式総数　72,000,000株
発行済株式の総数　38,153,115株
株主数　　　　　　8,895名
　　　　　　　　　　（内、単元株所有者数 :8,582名）

決算説明会
当社では年に２回（中間決算・本決算）、東京証券取引所
にてアナリスト・機関投資家を対象に決算説明会を実施
しています。
今回も社長による「業績概況」および「重点施策」、「業績
予想」について説明と質疑応答を行いました。

●2013年度　
　アナリスト・
　機関投資家の出席者数

　中間決算‥32名
　本  決  算‥30名

所有者別分布状況

所有株式数100株以上

株主・投資家のみなさまとの関わり株主・投資家のみなさまとの関わり

●IR 情報
http://www.katosangyo.co.jp/
irinfo/index.html

▲第67期報告書

▲決算説明会

単元
株式数

個人・その他
113,750
29.84%

自己名義株式
7,001
1.84%

金融機関 43,121
　　　　 11.31%

その他の法人
169,432
44.44%

金融商品取引業者
1,371
0.36%

外国法人等
46,567
12.21%

※1単元の株式数=100株

・いちごジャム（320ｇ）
・ブルーベリージャム（330ｇ）
・オレンジマーマレード（330ｇ）

所有株式数1,000株以上
・いちごジャム（530ｇ）
・ブルーベリージャム（530ｇ）
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コーポレート・ガバナンス体制と概要

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンス

当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダー
（株主・取引先・従業員等）および社会に対する企業価値
の増大を図るための経営統治機能と位置づけています。ゆ
えに、ステークホルダーのための利益を追求すると同時
に、社会の構成員として法令・社会規範を遵守しつつ、適
切な経営活動を推進する統治体制の確立に取り組んでい
ます。そのため取締役の任期を１年とするとともに、取締
役の業務執行を厳正に監視するため、監査役の半数以上を
社外監査役としています。

当社の取締役会は 11 名の取締役で構成され、経営に関
する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化
と取締役の責任の明確化を図るための執行役員制度を採
用することで、環境の変化に即応することのできる経営体
制を構築しています。そして、管理部門担当取締役である
コンプライアンス統括責任者が、法務コンプライアンス部
と連携して教育・指導を行うことで法令等遵守の強化を
図っています。さらに、業務の有効性および効率性、財務報
告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守ならびに資産
の保全を図るため、内部統制委員会を設置し、その整備・
運用状況をチェックし、内部統制を推進しています。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会の機

能が十分に発揮されることが重要であると考え、社外監査
役を 2 名招聘しています。監査役は取締役会およびその他

内部統制システムおよびリスク管理体制

当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令お
よび定款に適合するための体制、その他株式会社の業務の

の重要な会議に出席し、客観的な視点で取締役の職務執行
を監査しています。
社長直轄の監査室は、経理処理の正確性を検証し、各部

門の業務と財産の実態を把握するとともに、不正・誤謬・
脱漏等を発見、防止し、堅実経営の推進に努めています。

コーポレート・ガバナンス体制図（2013年9月30日現在）

適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定め
る体制の整備」に関しては、リスク管理体制を整備すると
ともに、社内の各
種規程にその内容
を盛り込み、取締
役会において決議
しています。

グループ従業員に「行動規範」を
掲載した「クレドカード」の

常時携行を義務づけています。

▲
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情報開示 配当政策
当社では、株主・投資家のみなさまに適切なタイミング
で情報開示をすることに努めています。
決算情報、株式・株主情報等は年に２回、株主のみなさ
まにお届けしている「株主向け報告書」と併せてホーム
ページの「IR情報」にて速やかに公開しています。
「株主向け報告書」では、財務情報だけではなく、直近の
取り組みや CSR への取り
組みについても掲載して
います。

当社では、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要政
策と認識し、収益力の向上と財務体質の強化を図りなが
ら、安定的かつ業績に見合う適正な配当を維持することを
基本方針としています。
2013年 9月期は、中間配当・期末配当とも 1株当たり
22 円、年間配当が44円になり、この結果、配当性向は
23.37％になりました。

株主優待制度
株主のみなさまの日頃のご支援に感謝するとともに、当
社の事業内容をよりいっそうご理解いただけるよう、株主
優待制度を設けています。
9月末日（決算期末）現在の株主名簿に記載された 1単元

（100株）以上所有されている株主さま 1名につき、当社オ
リジナル製品「GＲＥＥＮ　WＯＯＤ手造りジャム」1セッ
トを贈呈しています。

株式の状況 （2013年9月30日現在）

発行可能株式総数　72,000,000株
発行済株式の総数　38,153,115株
株主数　　　　　　8,895名
　　　　　　　　　　（内、単元株所有者数 :8,582名）

決算説明会
当社では年に２回（中間決算・本決算）、東京証券取引所
にてアナリスト・機関投資家を対象に決算説明会を実施
しています。
今回も社長による「業績概況」および「重点施策」、「業績
予想」について説明と質疑応答を行いました。

●2013年度　
　アナリスト・
　機関投資家の出席者数

　中間決算‥32名
　本  決  算‥30名

所有者別分布状況

所有株式数100株以上

株主・投資家のみなさまとの関わり株主・投資家のみなさまとの関わり

●IR 情報
http://www.katosangyo.co.jp/
irinfo/index.html

▲第67期報告書

▲決算説明会

単元
株式数

個人・その他
113,750
29.84%

自己名義株式
7,001
1.84%

金融機関 43,121
　　　　 11.31%

その他の法人
169,432
44.44%

金融商品取引業者
1,371
0.36%

外国法人等
46,567
12.21%

※1単元の株式数=100株

・いちごジャム（320ｇ）
・ブルーベリージャム（330ｇ）
・オレンジマーマレード（330ｇ）

所有株式数1,000株以上
・いちごジャム（530ｇ）
・ブルーベリージャム（530ｇ）
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コーポレート・ガバナンス体制と概要

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスコーポレート・ガバナンス

当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダー
（株主・取引先・従業員等）および社会に対する企業価値
の増大を図るための経営統治機能と位置づけています。ゆ
えに、ステークホルダーのための利益を追求すると同時
に、社会の構成員として法令・社会規範を遵守しつつ、適
切な経営活動を推進する統治体制の確立に取り組んでい
ます。そのため取締役の任期を１年とするとともに、取締
役の業務執行を厳正に監視するため、監査役の半数以上を
社外監査役としています。

当社の取締役会は 11 名の取締役で構成され、経営に関
する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化
と取締役の責任の明確化を図るための執行役員制度を採
用することで、環境の変化に即応することのできる経営体
制を構築しています。そして、管理部門担当取締役である
コンプライアンス統括責任者が、法務コンプライアンス部
と連携して教育・指導を行うことで法令等遵守の強化を
図っています。さらに、業務の有効性および効率性、財務報
告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守ならびに資産
の保全を図るため、内部統制委員会を設置し、その整備・
運用状況をチェックし、内部統制を推進しています。
また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会の機

能が十分に発揮されることが重要であると考え、社外監査
役を 2 名招聘しています。監査役は取締役会およびその他

内部統制システムおよびリスク管理体制

当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令お
よび定款に適合するための体制、その他株式会社の業務の

の重要な会議に出席し、客観的な視点で取締役の職務執行
を監査しています。
社長直轄の監査室は、経理処理の正確性を検証し、各部
門の業務と財産の実態を把握するとともに、不正・誤謬・
脱漏等を発見、防止し、堅実経営の推進に努めています。

コーポレート・ガバナンス体制図（2013年9月30日現在）

適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定め
る体制の整備」に関しては、リスク管理体制を整備すると
ともに、社内の各
種規程にその内容
を盛り込み、取締
役会において決議
しています。

グループ従業員に「行動規範」を
掲載した「クレドカード」の

常時携行を義務づけています。
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■ 太陽光モジュール設置の様子

7

特 集特特 集Ⅰ 自然エネルギーの活用にむけて

2011年3月11日に発生しました東日本大震災の津波による原発事故にともない、2014年 2月現在、国内すべての原子力発電所が停止しています。　
その結果、各電力会社の火力発電の割合が増加し、発電にともなうCO2排出係数が大きく悪化しています。その中で、電力会社での火力発電稼動の比率低減に寄与し、日本全体のCO2排出量削減

に貢献する再生可能エネルギーである太陽光を利用するため、当社では本年度6センターにて「太陽光発電システム」を設置します。今後も夏場を中心にピーク電力の削減が求められる中、太陽光発
電によるピーク電力対策とCO2排出量削減に貢献していきます。なお、当システムで発電した電力は「再生可能エネルギー固定価格買取制度」を利用し全量、管轄の電力会社へ売電します。

▲安全柵の設置 

▲太陽光モジュールの設置

▲荷揚げされた太陽光モジュール

太陽光発電によるピーク電力対策とCO2排出量削減に貢献していきます。太陽光発電によるピーク電力対策とCO2排出量削減に貢献していきます。

■ 2014年度　施工スケジュール（概要）
作業内容

太陽光モジュール搬入

太陽光モジュール
取付け

各設備配線電気工事

試運転、送電開始

２月 3 月 4 月 5 月

２月中旬～３月上旬２月中旬～３月上旬

２月下旬～３月下旬２月下旬～３月下旬

２月下旬～４月中旬２月下旬～４月中旬

４月中旬～４月中旬～ 泉佐野センター
（大阪府泉佐野市）

●発電容量：257kW
●初年度発電見込み：261千kWh/年
●発電開始予定：2014年4月

鶴ヶ島センター
（埼玉県鶴ヶ島市）

●発電容量：325kW
●初年度発電見込み：324千kWh/年
●発電開始予定：2014年5月

河内臨空センター
（広島県東広島市）

●発電容量：203kW
●初年度発電見込み：222千 kWh/年
●発電開始予定：2014年4月

羽生センター
（埼玉県羽生市）

●発電容量：210kW
●初年度発電見込み：233千kWh/年
●発電開始予定：2014年5月

2014年度　太陽光発電システム設置センター2

北大阪センター
（大阪府摂津市）

●発電容量：366kW
●初年度発電見込み：393千kWh/年
●発電開始予定：2014年4月

南港流通センター
（大阪市住之江区）

●発電容量：789kW
●初年度発電見込み：796千kWh/年
●発電開始予定：2014年5月
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法務コンプライアンス部の役割法

特 集特特 集Ⅱ コンプライアンスを重視した
企業風土の醸成のために

当社グループの各部署では、業務を遂行するにあたり、
さまざまな法令や社会規範等が関わってくるため、これら
を遵守した適切な業務運営が求められています。このよう
な状況を踏まえ、コンプライアンスを重視した企業風土の
さらなる醸成とその徹底を図るために、2013年4月に“法
務コンプライアンス部”を設置しました。

2013年度は、下請法（下請代金支払遅延等防止法：下請
事業者を保護する独占禁止法の特別法）に関して、理解度・
認識度の把握ならびに知識不足による下請法違反を防止
することを目的に、全社員の過半数にあたる500名強の管
理職、セールスおよび発注担当者を対象者として、全社を
挙げた下請法遵守に関する教育研修を実施しました。研修
終了後にはレポートの提出を必須とし、研修の成果を確認
しました。

2014年度は、階層別のコンプライアンス研修を実施す
ることにより、コンプライアンスへの取り組みの重要性か
つ緊急性を、各階層が同じレベル感で共有することをめざ
します。

コンプライアンス推進体制の強化と、法令その他の社会規範および社内ルールを遵守した適切な業務運営推進に取り組み、コンプライアンスを重視した企
業風土のさらなる醸成とその徹底を図るために、2013年4月に管理本部内に“法務コンプライアンス部”を設置しました。

法務コンプライアンス部　入江 幸徳

本当に尊敬される企業を
めざして

は企業の利益追求を否定するものでもなければ、そのス
ピードを緩めるものでもありません。利益追求のために
企業や役職員がとるべき方向性を示したり、適切な取引
で売上や利益を増加させ、中長期でみて企業の発展をも
たらす土台作りと考えることができるのではないで
しょうか。また、コンプライアンスを重視して経営を行
うことは、会社の資産を守ること以上に重要な意味があ
ります。それは、従業員の意識や倫理観の向上です。
当部は、コンプライアンスを徹底することにより、役

職員が一体となって、『本当に尊敬される、そして、胸を
張って利益を出せる会社を創ろう』という共通の価値観
の基で業務を遂行する職場環境創りをめざします。

法務コンプライアンス部は、コンプライアンス推進体
制の強化と、法令その他の社会規範および社内ルールを
遵守した適切な業務運営推進に取り組み、コンプライア
ンスを重視した企業風土のさらなる醸成とその徹底を図
ることを目的として設立されました。コンプライアンス

VOICE

▲顧問弁護士による所属長向け研修

810

BCP※事業継続計画書
近い将来首都直下型地震の発生が予想されている中で、
現在、当社では首都圏での直下型地震の発生を想定した
BCPの策定を進めています。　
実際に危機的災害が発生した際に、場当たり的な対応に
ならないよう、発生直後からの初動対応をできるだけ具体
的に取り決め、各自、各現場が状況に応じて適切かつス
ムーズに状況把握・復旧対応ができる体制を整備してい
ます。

※BCP…Business Continuity Plan

東日本大震災復興支援商品東
当社は、2011年 3月に発生した東日本大震災で被災さ
れた方々を支援するための復興支援商品「カンピー ファミ
リーサイズジャム（シリーズ全５品）」を2011年 6月から
製造・販売してきました。　
震災被害が過去に例を見ない甚大なものであり、今後も

東日本大震災の記憶を風化させることなく、継続した被災
地の支援を行いたいとの想いから、復興支援を継続するこ
とにしました。　
一日も早い被災地の復興を願い、当商品をご購入いただ

いたお客さまの気持ちと義援金をお預かりし、被災地の窓
口を通じてお届けします。

緊急時における生活物資の確保に関する
協定書の締結
緊
協

当社は、消費財流通業界の企業が主体となって 2011年
8月に立ち上げた「日本 TCGF※」に参加して、日本国内で
の非競争分野における共通課題の解決に向けて活動して
います。
そのひとつの「震災対策共有化プロジェクト」では、東日
本大震災や新潟県中越地震などの実体験から各企業が得
た教訓を、今後の震災対策に活かすとともに震災時のライ
フライン維持に有効な製・配・販の連携策を協議しました。
　東京都においても災害時の備蓄・輸送体制を検討する
中で、円滑な支援物資供給体制の構築に民間企業の協力が
不可欠との認識から、日本 TCGFと東京都にて具体的な連
携の検討を進めた結果、2013年3月11日に「災害におけ
る物資の調達支援協力に関する協定」を締結しました。

※TCGF‥The Consumer Good Forum
　世界70ヶ国からおよそ650社にのぼるさまざまな規模の小売業
と製造業、サービスプロバイダー等の経営トップが参加し、グ
ローバルな消費財流通業界の非競争分野における協調的な改善
を実現する組識のこと。

特 集特特 集集集Ⅲ
近年、豪雨、地震、噴火など、各国・各地で異常現象が相次いでいます。もともと異常現象とは数十年あるいは数百年に一度起こる程度の現象を指しますが、
近年それが当たり前になりつつ状況にあります。そのような中で当社では、さまざまな取り組みをしています。

▲火災を想定した総合訓練の実施

【対象商品】
カンピー ファミリーサイズジャム
（シリーズ全５品）
【対象期間】
2014年9月25日製造分まで
【義援金送付先】
被災地各県の義援金窓口を通じて
被災地に寄付
（１商品につき３円を寄付）

また上記の活動について、宮城県より
感謝状をいただきました。
今後も被災されたみなさまのお役に立

てるように全力で取り組んでいきます。

▲西宮市主催の「にしのみや津波ひ
なん訓練」への参加

頻発する自然災害への対応

全従業員へ災害用の
ヘルメットを支給

▲

▲カンピー ファミリーサイズジャム

感謝状

▲

近年の
主な災害

阪神・淡路
大震災
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三宅島大噴火

2000年

新潟県
中越地震
土砂崩れが
多く発生
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世界史上最悪の
津波被害

カシミール地震

2005年

四川大地震

2008年

ハイチ地震

2010年

フィリピン
台風被害

2013年

東日本大震災
日本観測史上最大地震と
大津波で甚大な被害

2011年

タイ洪水 新燃岳噴火
約半世紀ぶりの
本格噴火

チリ地震新型インフルエンザ
流行
世界100ヶ国
以上で感染報告
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アメリカ史上
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法務コンプライアンス部の役割法

特 集特特 集Ⅱ コンプライアンスを重視した
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な状況を踏まえ、コンプライアンスを重視した企業風土の
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VOICE

▲顧問弁護士による所属長向け研修
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食の安全・安心への取り組み食の安全・安心への取り組み

品質管理に関する考え方

当社グループは、「食品」に携わる企業として、「安全で良
質な食品の安定供給」が重要な社会的責任であると考えま
す。とくに食品を扱う商社であると同時に食品メーカーで
もある当社グループは、原料調達から生産、商品の流通ま
で、その品質管理に万全を期すため、グループ全従業員が
品質管理の重要性を認識し、そのためのルールと管理体制
を構築しています。
当社オリジナル製品（PB製品）の開発を管轄している商
品管理部は、関連部署と連携しながら「Kanpy（カンピー）」、
「GREEN WOOD」等の PB製品について、安全性確保のた
めのルールに基づいた開発を進めています。また、食品衛
生法、農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する
法律等の食品関連法令、その他事業関連法令を遵守すると
ともに、食品の安全・安心に対する生活者・取引先のみな
さまの要求事項を確実に把握し、グループ全体の品質管理
力を継続的に高めていきます。

生産管理システム

上郡工場および和歌山産業では生産管理システム
（KAPS※）を導入し、生産計画から原価管理までを一括管理
しています。また、昨今、食品の安全性に対する関心の高ま
りにより、食品の生産・流通過程における情報追跡（トレー
サビリティ）や第三者への情報開示が求められる中、当シ
ステムの活用により迅速に対応しています。
 ※KAPS：Kato Processing System

品質管理の取り組み

上郡工場では、製造商品の設計、開発および製造に対し品
質管理の国際規格であるISO9001と衛生管理手法である
HACCPの認証を取得しています。ジャム製造等の工程や設
備の管理、製品や半製品の成分検査・生菌検査および手洗
い・殺菌消毒・エアシャワー等、従業員への衛生管理等の
教育・指導により、製品の品質管理を徹底しています。また、
他の未取得の工場については HACCP の手法に基づき衛生
管理の徹底を行い、さらなる安全・安心に努めています。

品質管理体制

当社ではグループ会社を含めた品質管理体制を構築し、
自社および製造委託先を含め品質向上に努めています。

品質管理体制図

毎日の暮らしを、
より豊かに

生まれは自然（ナチュラル）、
育ちは都会（アーバン） JQA-QMA11289

▲認証マーク（上郡工場）

JQA-HA0035

南イタリアの
太陽と水に恵まれた
本場のパスタ

料理の専門家が、味と
素材にこだわりました
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品質検査・工場監査の実施

当社グループでは、分析機器を活用しPB製品、またはそ
の原料に対し、残留農薬検査、放射性物質検査および微生
物検査を実施しています。微生物検査では一般生菌、大腸
菌群などを分析し製品の基準値に基づく管理を行ってい
ます。
また、施設管理監査では PB製品を製造する委託工場に
対し定期的な監査を行い、管理基準内での運用を確認して
います。今後も定期的に国内外の工場へ訪問し、コミュニ
ケーションの強化および工場監査を実施し、安全・安心な
製品の供給に取り組みます。

国内外製造委託先との取り組み

当社では年に１回、商品管理部が中心となり、「PB製品
製造委託先様向説明会」を開催しています。2013年度は5
月に実施し、92社131名の方にご参加いただきました。当
社からは｢クレーム対策・品質管理の徹底のお願い｣につ
いて報告。また外部講師をお招きし、｢異物混入対策｣｢食品
表示一元化｣について講義を行っていただきました。

説明会では以下の重点項目について情報を共有し、製造
委託先さまを含めた品質向上に努めています。
● 賞味期限印字漏れ防止のチェック体制の強化
● 残留農薬の検査方法
● 異物混入防止の目視検査強化　等

▲工場監査 ▲説明会

VOICE

製品の安全・安心に最も直接的に関わっている
のは生産現場である工場と考えており、日常の業
務において、定期的に委託先の工場を訪問し管理
状況の確認をしています。グループ工場の担当者
を含めた品質管理連絡会では、普段、顔を合わす機
会が少ない担当者が一同に会し、情報共有・情報交
換により品質向上をめざしています。工場で安全・
安心が約束された製品を継続的に作り続けるため
に、さまざまなルールを適切に運用し現場の方と情
報を共有しながら、また、お客さま・お得意先さま
の要求や社会情勢に対して迅速かつ適切に対応し
ていくために、厳正な品質管理を念頭におき活動し
ています。

商品管理部　木下 昌彦

品質管理の
徹底について

暮らし上手な方々の
多彩なニーズに
お応えします

世界の食を
日本のご家庭へ
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商品管理部　木下 昌彦

品質管理の
徹底について
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多彩なニーズに
お応えします

世界の食を
日本のご家庭へ
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地域・社会との関わり地域・社会との関わり

社外清掃活動
当社グループの全国の事業所では、原則月に1回従業員
のボランティアによって、周辺の道路など、公共エリアの
清掃活動を実施しています。
今後も地域社会とあゆむ企業として感謝の気持ちを込
めて、清掃活動を継続します。

Kato グリーンウッド基金※

当社グループでは、地球環境保全活動支援や難民、被災
地への義援金支援、また社会福祉施設への寄付等を目的と
して「Kato グリーンウッド基金」を設置しています。特に、
2011年度から「障がい者の方々や将来を担う子どもたち
に役立てたい」との想いから、基金を活用しています。
2013年度は、九州支社（福岡県福岡市）周辺地域にある9
つの福祉施設および特別支援学校 1 校への物品寄贈の他、
計16団体に寄付を行いました。
また、クリスマスには過去に寄付を行った寄付先 28 団
体に対しても手造りジャムギフトを送付しました。
今後も当社グループの地域貢献活動の一つとして寄付
金・支援金の送付を行います。
※グリーンウッド基金：地域社会への貢献活動（左記社外清掃活動）
の参加人数に応じて、会社が評価し賛助金を拠出し、資金を積み
立てたもの。　

【特別支援学校　1校】
● 福岡市立南福岡特別支援学校

【社会福祉団体　9団体】
● 社会福祉法人　福岡県社会事業団　和白青松園
● 社会福祉法人　福岡市社会福祉事業団
● 社会福祉法人　共栄福祉会　若久緑園
● 社会福祉法人　仏心会　福岡子供の家　みずほ乳児院
● 社会福祉法人　明徳会　ゆたか学園
● 社会福祉法人　福岡県母子福祉協会
● 社会福祉法人　福岡育児院
● 社会福祉法人　しいのみ学園
● 社会福祉法人　JOY明日への息吹　

▲南近畿支社 ▲本社

VOICE

VOICE

2013年度
「Kato グリーンウッド基金」支援先

支社になる前から数えまして9年近く社外清掃活動を続
けています。当初は、会社の前の歩道が主な清掃場所でした
が、現在では近隣の公園や住宅地など広い範囲で活動して
います。まだまだゴミは落ちていますし、活動自体は地道な
ものではありますが、この活動に参加することで皆少しず
つ周辺環境の美化に意識を向けるようになってきました。
また周辺住民の方に対し、この地域で企業として活動さ

せていただいていることに対する感謝の気持ちを多少なり
ともお伝えできていれば、活動として意義深いものになる
と思います。今後の課題としましては、自治会や周辺企業の
方も清掃活動をされていますので、そういった方々と繋が
りを持って幅広い活動を行うことで、地域社会に対してよ
り大きな貢献をしていきたいと思います。

南近畿支社　狩野 和也

社外清掃活動の中で
感じたこと

この度は、Kato グリーンウッド基金より当施設
に対しまして、みなさまのお気持ちのこもったご寄
付を賜り、心より感謝申し上げます。施設で不足し
困っていた備品を購入させていただきました。大切
に使っていきたいと思います。
さて、貴社のボランティア活動としての清掃活動

や社員のみなさまの賛助金によります福祉団体や国
際協力機関へのご寄付などは、日本における先進的
模範活動として、他の企業が今後行っていくもので
はないかと考えられます。未来の地球のことを考え、
これからの子どもたちの将来のことを考えた、グ
ローバルな視野での環境活動や地域貢献を今後もさ
らに継続していただき、たくさんの方々にお伝えい
ただいて、同じような気持ちで会社経営をしていた
だける企業が増えていくことに期待しています。
みなさまが清掃の時にふっと出会う生き物や草花

に、命を感じたり、感動したりされることは、子ども
たちにも、ぜひ伝えたいことだと思っています。
ボランティアの精神が伝わって、優しさに包まれ

た社会になればと思っています。

福岡県　児童発達支援センター　joy ひこばえ
副施設長　力丸 敏光 さま

Kato グリーンウッド基金へのお礼と
期待すること

【その他　6団体】
● 国連WＦＰ協会
● 認定NＰO法人　フードバンク関西
● 認定NＰO法人　世界の子どもにワクチンを 日本委員会
● 公益社団法人　セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
● 公益財団法人　ジョイセフ
● 公益財団法人　世界自然保護基金ジャパン　

14

フードバンクとの取り組み 工場見学・環境学習

小学校の総合的な学習への協力として乾物部、上郡工場
およびグループ会社の和歌山産業では、近隣小学校の工場
見学を受け入れています。
工場見学の一環として環境学習を行っている乾物部で
は今回、海苔が採れてからどのようにして私たちの食卓へ
届けられるか、好き嫌いで食べ物を残すとどうなるかなど
を伝えました。
工場見学・環境学習を受けられた児童のみなさんには社
会学習をされたことを示す「証明書」をお渡ししています。
今後も子どもたちに工場見学を通して「食の大切さ」、

「環境への取り組み」について伝えていきます。

当社は、2008年から当社オリジナル製品を対象として、
賞味期限が1ヶ月以上有する商品や容器等が破損した商品
など、品質に異常がないにも関わらず廃棄処分をしていた
商品を、「フードバンク活動」を推進している団体を通じて、
非営利福祉団体や社会福祉施設等に無償提供しています。

就業体験　トライやるウィーク

当社の生産部門である乾物部、上郡工場と鳴尾センター
およびグループ会社の和歌山産業では、毎年、近隣の中学
校の就業体験を受け入れています。
2013年度は乾物部に 2名、鳴尾センターに 4名、上郡

工場に 3名、和歌山産業に 8名が来られました。
乾物部では椎茸や海苔の袋詰めなどを、鳴尾センターで
は小分け作業やピッキング作業。そして上郡工場および和
歌山産業では、ジャムの製造研修を実施いただきました。

VOICE

▲工場見学

社会科学習・地域教材を取り扱う総合の一環として、
工場見学をさせていただきありがとうございました。
子どもたちは、まずマスク・キャップ・白衣に着替え、
丁寧に手洗いし、エアシャワーをしてから工場内に入る
ことに驚き、食品の衛生管理や事故に十分気をつけて、
商品を安全に消費者に届けておられる姿勢に感動して
いました。
そして、工場内に入り、海苔を焼く機械や、椎茸を袋詰
めしてく様子を見学させていただき、子どもたちは初め
て見る機械に緊張しながらも目を凝らして、興味深く見
ていました。特に、自分で選んだ椎茸を袋詰めする体験

西宮市立西宮浜小学校　教諭　日野 知枝 さま

初めての体験に感動と感謝
は印象的で、どのような椎茸を選べばよいのか、袋を上
手に密封することができるのか、とても真剣に取り組ん
でいました。
また、見学していく中で視覚や聴覚だけではなく、味
覚や嗅覚も使って海苔や椎茸について学び、子どもたち
はとても楽しく学習できました。
さらに海苔と椎茸から環境教育としてゴミを出さな
いためには、残さず食べることを教えていただき、子ど
もたちは毎日、給食を残
さず食べるようになり
ました。
3年生に分かりやすく
説明やお話をしていた
だき感謝しています。
今後もよろしくお願い
いたします。
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供
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福祉団体

社会福祉
施設

フード
バンク加藤産業

▲乾物部 ▲いただいたお礼状

▲壁新聞

▲環境学習
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地域とのコミュニケーション
和歌山産業では毎年、近隣小学校からの社会見学を受け入れていますが、市内の小学校3年生が使用する副読本※にも工場で

の製造工程や品質管理の取り組みが紹介されています。この副読本は、東根市教育委員会さまから地域学習の一環として1998
年より掲載のご依頼があり、今日も学校での授業に活用されています。
今後も地域とのコミュニケーションを大切にした企業活動に取り組んでいきます。

※副読本：教科書の補助的教材として用いる図書。

エコキャップ活動

活動を開始した2010年２月から2014年1月末現在で
417,826個集まり、約486人分のワクチンを寄付すること
ができました。
今後も継続して取り組んでいきます。

テープの巻心ECOプロジェクト
全事業所を対象として、2013年11月から2014年1月
末までの期間で「第4回 ニチバン巻心ECOプロジェクト」
キャンペーンに参加しました。
この取り組みは使い終わったテー
プの巻芯を集め、「再資源化すること」
で廃棄物やCO2を削減し、またその
回収利益をマングローブの植樹活動
に役立てるというものです。
今後も積極的に参加していきます。

1991年より近隣小学校からの工場見学を受け入れており、受け入れ総数は
400名を超えました。児童のみなさんからは「原料の輸入先」についてよく質問
を受けますが、山形の果物以外にも世界各地から原料を輸入していることに驚
かれます。
その他では、近隣の中学・高校からは、職場体験を受け入れていますが、その

中で卒業後、当社工場で勤務している方もおり、地域雇用活性化の一役を担って
います。
これからも、従業員一丸となり安全・安心な製品をお届けしていきます。

和歌山産業　
鈴木 政樹

工場見学・職場体験の
受け入れについて

▲感謝状

エコキャップ回収からワクチン寄贈までの流れ

回収 リサイクル エコキャップ推進協会

ワクチン寄贈団体 発展途上国へ

▲副読本と掲載内容

地域とのコミミ ニニケケケケケケ シ ン エコキャ プ活動

VOICE

16

みんなの夢AWARD　～本当の｢夢｣はその先にある～

当社は2013年 1月30日、東京の日本武道館で開催されました『みんなの夢AWARD3』に協賛企業として参加し、若い方々
の夢をサポートしました。この『みんなの夢AWARD』というイベントは、自分の夢を叶えたいと思うさまざまな方が自分の夢
をプレゼンし、最優秀プレゼンターに選ばれた方には、その夢を叶えるための賞金が与えられます。また、惜しくも最優秀プレゼ
ンターに選ばれなかった 7 名のファイナルプレゼンターの方々にも、共感できるプレゼン内容であれば、協賛企業各社が独自
にその夢に向けて協賛・協力ができるという内容のイベントです。 当社も、食品卸売業として食に関係のあるプレゼンをされ
たファイナルプレゼンターの方に協賛・協力をすることとしました。全てのプレゼン内容に「熱意」がこもっており、暗い経済状
況の中でも「夢」を持って突き進んでいこうという会場全体の「思い」が感じられました。
これからも当社では社内外において「夢」に向かって行動していく方々を応援していきます。

▲会場風景

▲当社からのメッセージ

▲インターンシップ

インターンシップ受け入れ
2013 年度は大学 3 回生を対象に、短期および長期イン

ターンシップとして合計20名を受け入れました。長期イン
ターンシップの最終日には、“どのようにすれば売り上げが伸
びるか”あるいは“どのようなオリジナル商品を開発すれば良
いか”について、インターンシップ中に理解を深めていただ
いた当社の業務をもとに、提案を行っていただきました。

受け入れ実施状況
【短期】

関
東

関
西

期 間
人 数
内 容
期 間
人 数

内 容

8月26日～30日
8大学 8名
卸売業界の講義、物流体験、売場提案書作成体験
9月 3日～19日
10大学10名
卸売業界の講義、物流体験、売場提案書作成体験　
営業同行、食品展示会体験

【長期】

関
西

期 間
人 数

内 容

9月3日～11月29日
甲南大学2名
短期インターンシップ同内容、
本社11部門の業務講義と課題に対するプレゼンの
実施、工場での製造体験、営業同行および物流研修
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環境負荷の全体像環境負荷の全体像

IN OUT

OUT

OUT

IN

IN

当社グループは、すべての事業活動で発生する環境負荷を把握し、低減すべく取り組んでいます。

電気（千 kWh）
LPG（t）
ガソリン（㎘）
都市ガス（千m³）

1,602.7
330.7
14.6
0.2

水（千m³） 47.2

紙（千枚） 462.4

電気（千 kWh）
LPG（t）
ガソリン（㎘）
灯油（㎘）
都市ガス（千m³）

19,427.2
1.5

475.0
9.1
14.3

紙（千枚） 17,779.3

軽油（㎘）
天然ガス（千m³）

8,896.3
83.6

CO2（t） 1,916.1

廃棄物総排出量（t）
リサイクル率（%）

838.5
83.4

CO2

製品（t）
製品（千C/S）

12,074.7
1,505.8

CO2（t） 11,918.5CO2

CO2（t） 23,182.4CO2

廃棄物総排出量（t）
リサイクル率（%）

1,532.8
96.6

お客様

環境保全の取り組み

製造工場

オフィス・物流センター

物流

18

環境マネジメント体制

当社グループでは環境方針を制定し、この環境方針を達
成するために各部署においては実行責任者の統括のもと、
環境リーダーが中心となって活動を実施する体制を構築
しています。また、ISO14001の認証を取得し、環境マネジ
メントシステムの継続的な改善を推進しています。
2013年度はグループ会社であるケイ低温フーズの首都
圏支社（東京都大田区）を、ISO14001の認証範囲に組み込
みました。これによって当社グループでは、北から南まで
全国56事業所で ISO14001の認証取得を果たしたことに
なります。

環境教育

環境保全活動および環境マネジメントレベルの向上に
必要な知識や力量を修得するために、関連業務に従事する
社員（委託先の駐在員などを含む）を対象に階層別に環境
教育を実施しています。
すべての社員に「EMS携帯カード」
を配布し、社員一人ひとりの環境保
全の大切さに関
する理解を深め
ています。

環境監査（内部監査・外部審査）

当社グループの環境マネジメントシステムの運用状況
や法令などが確実に遵守されていることを検証するため
に、年に 1回定期的に、内部監査を実施しています。本年度
は 5月から 6月にかけての 8日間で実施しました。
「5S※の徹底」ができていない等の昨年度の監査結果を踏
まえ、本年度は現場確認を重視した内部監査を実施しまし
た。
2013年 7月22日～ 27日の 6日間にわたり、一般財団
法人 日本品質保証機構（JQA）による外部審査も受審しま
した。審査の結果、改善した方が望ましいと指摘をいただ
いたものがいくつかあったものの、不適合事項は 0件でし
た。
今後も外部審査および内部監査において指摘された内
容に関しても、積極的に改善を実施していきます。
※5S…整理、整頓、清掃、清潔、躾

▲内部監査

▲新入社員研修

EMS携帯カード

▲

外部審査

▲

環境マネジメントシステム環境マネジメントシステム

支社・支店・センター本社・東京本部・
カトーロジスティクス（株）

管理部門
14部署 11支社

上
郡
工
場

乾
物
部

本
　
社

本
社
工
場

臨
空
工
場

伊
丹
低
温
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京
滋
・
東
海
支
店

26支店
営業所

5センター※

実行責任者：所属の EMSについて全責任を
有する所属長。
環境リーダー：各所属での現場への伝達・指導
および実行責任者への報告等を行う。
環境スタッフ：支店での環境保全活動の実績を
支社の環境リーダーに報告等を行う。

首
都
圏
支
社

※新かわさきFAZセンター・泉佐野センター
　鳴尾センター・阪神ドライセンター
　岡山第二センター

　 当社グループ環境マネジメントシステム推進組織体制
　 2013年9月30日現在

ケイ低温フーズ（株） 和歌山産業（株）生産部門

環境管理責任者

経営責任者

内部監査チーム

環境管理事務局

実
リ

実
リ

実
リ

実
リ
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CO2排出量削減の取り組み2CO2排出量削減の取り組み

当社グループでは、CO2排出量の削減を最重要課題とし
て捉え、中期的な目標を設定し、継続的に取り組んできま
した。
中期計画の最終年度であった 2013年度は、2010年度

比 10.0％削減（売上高あたり原単位）の目標を設定し取り
組みました。その結果、売上高あたり原単位で17.1％削減、
総量でも 8.2％の削減となりました。

オフィスおよび物流センターで主に使用しているエネ
ルギーは電気です。この電気の使用量を削減するとともに
CO2排出量を削減するために、2013年度は 11事業所に
おいて、以下の省エネ改修や省エネ型設備の導入を実施し
ました。
・省エネ型照明設備への改修
・BEMS の導入
・冷蔵、冷凍機制御装置の設置　等
その結果、各事業所とも 2010年度と比較して大幅な電
気使用量の削減（約 10～ 50％）となり、11事業所の平均
としては、19.6％の削減を達成しました。
また、省エネ改修や省エネ型設備の導入だけではなく、

運用面でも全業務の生産性の向上に積極的に取り組み、
2010年度と比較して電気使用量は、10.7％の削減となり
ました。また、公共交通機関の利用促進等、効率的な営業活
動の推進によって、営業車の燃料使用量も4.8％の削減と
なりました。
この結果、オフィス・物流センターに関わるCO2排出量

は2010年度と比較して、売上高あたり原単位で 19.0％削
減、総量でも 10.4％の削減となりました。
2014年度も、引き続き省エネ改修や省エネ型設備の導
入を推進することにより、CO2排出量の削減に取り組み
ます。

当社CO2排出量の推移

2013年度CO2排出量

オフィス・物流センターでのCO2排出量の推移
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物流に関わるCO2排出量の削減

当社は全国 70ヶ所超の物流センターを設置し、多種多
様なお得意先さまのニーズに対応した物流機能・サービ
スの提供を行っています。これらに関わるCO2排出量が当
社のCO2排出量の約 60％を占めます。
2013年度も引き続き、全社挙げての「第7次車両削減計
画」を策定し、お得意先さまのご協力を得ながら、配送車両
の削減に取り組みました。
その結果、物流に関わるCO2排出量は2010年度と比較
して、売上高あたり原単位で 16.4％削減、総量でも 7.5％
の削減となりました。

製造に関わるCO2排出量の削減

当社オリジナル製品である「GＲＥＥN  WＯＯＤ」や「カン
ピー」ブランドのジャムやピーナツバター等を製造している
“上郡工場”および海苔や椎茸の加工を行っている“乾物部”
では、品質向上に取り組むことで、製品の安全を担保するこ
とはもちろん、CO2 排出量の削減にも積極的に取り組んで
います。2013年度は、以下の取り組みを実施しました。
・蒸気配管への断熱ジャケット設置
・空調室外機への散水装置設置
・冷蔵庫、エアコンの省エネ型への更新　　等
この結果、製造に関わるCO2排出量は 2010 年度と比
較して、売上高あたり原単位で 10.6％削減、総量でも
2.4％の削減となりました。

“納品作業の効率化”、“車両待機時間の低減”、“荷
役作業やドライバーの作業環境改善”を図るため、キ
ユーピー株式会社さま、株式会社キユーソー流通シ
ステムさまと当社が連携し、『検品レス納品』の実証
実験を 2013 年 1 月より実施しました。その結果、
メーカーから卸（当社）への入荷時の作業効率が大幅
に改善され、入荷時間削減にともないCO2排出量が
削減できました。
これらの取り組みが、メーカーと物流事業者から
卸売業者への出荷情報の事前提供および加工食品
メーカーと卸事業者間による、物流リードタイムの
工夫による検品レス納品の実現を通じ、商慣行の改
善とCO2排出量削減を図る取り組みとして評価さ
れ、2013 年度（第12 回）グリーン物流パートナー
シップ会議において、特別賞を受賞しました。

●グリーン物流パートナーシップ会議とは
我が国の物流分野におけるCO2 排出量削減のため、2005年4月に
経済産業省、 国土交通省および産業界が共同で設立した会議体。
荷主および物流事業者のパートナーシップに基づいたグリーン物流
の啓発や優良事例の表彰および普及広報の推進等を行っています。

物流に関わるCO2排出量の推移

“グリーン物流パートナーシップ会議”
特別賞受賞

製造に関わるCO2排出量の推移
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汚泥流出事故への対応汚泥流出事故への対応

事故の原因

原水に含まれるペクチン等の難分解物質の処理により
汚水の負荷が高くなるとともに、季節の変わり目であった
ため汚泥が軽くなったことにより、曝気槽への汚水流入量
と沈殿槽からの処理水のバランスが崩れ、放流水量が増え
たことにより沈殿槽での汚泥の巻き上がりが起こり、外部
に流出したものと考えられます。

応急措置

汚水の負荷が高く、季節の変わり目で汚泥が軽くなった
ことに関する応急措置として、10月8日より生産の一部を
臨空工場（山形県東根市）に移管し、本社工場の排水処理設
備の汚水の負荷軽減を図りました。

恒久対策（運用面）

排水処理に関する運用面では、以下の項目を重要課題と
して取り組みを推進しています。
● 就業時間内においては、排水処理担当者が、沈殿槽の汚
泥界面を測定し、水面から40cmに達すれば、沈殿槽か
ら曝気槽への返送量を増やして、汚泥界面を下げる処置
により施設を管理しています。

● 就業時間後は、曝気槽への流入汚水量を減らすととも
に、沈殿槽から曝気槽への返送量を増やして、汚泥の巻
き上がり防止運転を実施しています。　　

● MLSS（Mixed Liquor Suspended Solids：曝気槽内の汚
水中に浮遊している活性汚泥）を、5,000～8,000mg／ℓ
で管理しています。

流出した汚泥の処理

和歌山産業から流出した汚泥は、雨水幹線を通り、県が
設けた河川敷の下水プールへと流れ込んだため、幸い大き
な問題とはなりませんでした。その後、東根市都市環境整
備課および県村山総合支庁砂防課と協議をした結果、10月
9 日から12日おいて、雨水幹線内の清掃や河川敷の下水
プールに溜まった汚泥の除去等を実施し、10月15日に東
根市都市環境整備課に清掃状況の確認をうけ、その内容を
県村山総合支庁砂防課に連絡をしていただき、ご了承いた
だきました。

恒久対策（設備面）

排水処理施設の運転負荷を軽減するために、汚水（原水）
に含まれるペクチン等の難分解物質を前処理で除去する
ための加圧浮上装置を。また、汚泥の活性化をより図るた
めに、第一曝気槽にのみ設置していたエアレーターを第二
曝気槽に2014年2月に設置しました。

グループ会社である「和歌山産業（山形県東根市）」の本社工場において、排水処理施設から汚泥が越流し、放流口から外部へ流出する事故が、
2013年10月 7日に発生しました。

改修後の排水処理フロー ● 原材料に含まれているシロップを排水に混入させるこ
となく、廃液タンクに投入し、排水処理施設の負荷を軽
減しています。

● 製造ラインの責任者の日常業務に排水処理の状況の監
視を盛り込み、製造現場を巻き込んだ排水管理を実施し
ています。

▲汚泥界面の測定 ▲廃液タンク
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▲黄色の設備が今回の増設分
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「環境・社会報告書 2014」では、前回同様報告書の製作に関わるCO2排出量の「カーボン・オフセット」および「ライスインキ」「びわ湖環境ペーパー」の使
用に加えて、「ユニバーサルデザインフォント」を使用した、環境・社会に配慮した報告書になっています。

ライスインキとは、100％国産の米ぬかを使用して製
造された地産地消のインキのことをいい、廃棄物であっ
た米ぬかを再利用しています。
国産の米ぬかを使用しているので、従来の大豆インキ
と比べ原材料を運ぶための「輸送マイレージ※」が大幅に
削減されます。
また、米の副産物を使用しているため、食糧である「大
豆」を本来の食糧として確保できます。

食糧確保

CO2 削減

廃棄物削減

用紙利用者
2円／kg

各社寄付金
合計
6円／kg

印刷業者
2円／kg

用紙代理店
2円／kg

琵琶湖環境保全
寄付

※輸送マイレージ‥輸送に関わるCO2 排出量を表します。

ライスインキ

寄付金付印刷用紙「びわ
湖環境ペーパー」とは、用
紙利用者、用紙代理店、印
刷業者の３社間で、用紙１
kg あたり２円ずつ拠出
し、合計６円を琵琶湖の環
境保全活動に役立てられ
ます。

びわ湖環境ペーパー

「東日本大震災復興支援型国内クレジット」は、国内クレ
ジット制度の一つで、経済産業省が2011年5月から取り組
み始めたスキームです。このクレジットでは、全国各地の排
出削減事業者が、国内クレジットの売却代金の一部を東日本
大震災被災地３県（岩手県、宮城県、福島県）の自治体へ寄付
を行うことで、さらに復興支援にも繋げる仕組みです。

東日本大震災復興支援型国内クレジット

少し前から注目をされている「ユニバーサルデザイン」のコンセプトに基づいたフォント
です。一般の方はもちろん、お年寄りや障がい者の方、外国人の方など皆が「便利だな、使い
やすいな」と思える、細かい部分にも配慮・工夫をしたデザインです。
特に最近では高速道路の標識をはじ
め、公共機関の案内版にも視認性が良い
ものに変更が進められており、UDフォ
ントが採用されている件数も増えてき
ているようです。

ユニバーサルデザインフォント533.3
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汚泥流出事故への対応汚泥流出事故への対応

事故の原因

原水に含まれるペクチン等の難分解物質の処理により
汚水の負荷が高くなるとともに、季節の変わり目であった
ため汚泥が軽くなったことにより、曝気槽への汚水流入量
と沈殿槽からの処理水のバランスが崩れ、放流水量が増え
たことにより沈殿槽での汚泥の巻き上がりが起こり、外部
に流出したものと考えられます。

応急措置

汚水の負荷が高く、季節の変わり目で汚泥が軽くなった
ことに関する応急措置として、10月8日より生産の一部を
臨空工場（山形県東根市）に移管し、本社工場の排水処理設
備の汚水の負荷軽減を図りました。

恒久対策（運用面）

排水処理に関する運用面では、以下の項目を重要課題と
して取り組みを推進しています。
● 就業時間内においては、排水処理担当者が、沈殿槽の汚
泥界面を測定し、水面から40cmに達すれば、沈殿槽か
ら曝気槽への返送量を増やして、汚泥界面を下げる処置
により施設を管理しています。

● 就業時間後は、曝気槽への流入汚水量を減らすととも
に、沈殿槽から曝気槽への返送量を増やして、汚泥の巻
き上がり防止運転を実施しています。　　

● MLSS（Mixed Liquor Suspended Solids：曝気槽内の汚
水中に浮遊している活性汚泥）を、5,000～8,000mg／ℓ
で管理しています。

流出した汚泥の処理

和歌山産業から流出した汚泥は、雨水幹線を通り、県が
設けた河川敷の下水プールへと流れ込んだため、幸い大き
な問題とはなりませんでした。その後、東根市都市環境整
備課および県村山総合支庁砂防課と協議をした結果、10月
9 日から12日おいて、雨水幹線内の清掃や河川敷の下水
プールに溜まった汚泥の除去等を実施し、10月15日に東
根市都市環境整備課に清掃状況の確認をうけ、その内容を
県村山総合支庁砂防課に連絡をしていただき、ご了承いた
だきました。

恒久対策（設備面）

排水処理施設の運転負荷を軽減するために、汚水（原水）
に含まれるペクチン等の難分解物質を前処理で除去する
ための加圧浮上装置を。また、汚泥の活性化をより図るた
めに、第一曝気槽にのみ設置していたエアレーターを第二
曝気槽に2014年2月に設置しました。

グループ会社である「和歌山産業（山形県東根市）」の本社工場において、排水処理施設から汚泥が越流し、放流口から外部へ流出する事故が、
2013年10月 7日に発生しました。

改修後の排水処理フロー ● 原材料に含まれているシロップを排水に混入させるこ
となく、廃液タンクに投入し、排水処理施設の負荷を軽
減しています。

● 製造ラインの責任者の日常業務に排水処理の状況の監
視を盛り込み、製造現場を巻き込んだ排水管理を実施し
ています。
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▲黄色の設備が今回の増設分
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ライスインキとは、100％国産の米ぬかを使用して製
造された地産地消のインキのことをいい、廃棄物であっ
た米ぬかを再利用しています。
国産の米ぬかを使用しているので、従来の大豆インキ
と比べ原材料を運ぶための「輸送マイレージ※」が大幅に
削減されます。
また、米の副産物を使用しているため、食糧である「大
豆」を本来の食糧として確保できます。
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※輸送マイレージ‥輸送に関わるCO2 排出量を表します。

ライスインキ

寄付金付印刷用紙「びわ
湖環境ペーパー」とは、用
紙利用者、用紙代理店、印
刷業者の３社間で、用紙１
kg あたり２円ずつ拠出
し、合計６円を琵琶湖の環
境保全活動に役立てられ
ます。

びわ湖環境ペーパー

「東日本大震災復興支援型国内クレジット」は、国内クレ
ジット制度の一つで、経済産業省が2011年5月から取り組
み始めたスキームです。このクレジットでは、全国各地の排
出削減事業者が、国内クレジットの売却代金の一部を東日本
大震災被災地３県（岩手県、宮城県、福島県）の自治体へ寄付
を行うことで、さらに復興支援にも繋げる仕組みです。

東日本大震災復興支援型国内クレジット

少し前から注目をされている「ユニバーサルデザイン」のコンセプトに基づいたフォント
です。一般の方はもちろん、お年寄りや障がい者の方、外国人の方など皆が「便利だな、使い
やすいな」と思える、細かい部分にも配慮・工夫をしたデザインです。
特に最近では高速道路の標識をはじ
め、公共機関の案内版にも視認性が良い
ものに変更が進められており、UDフォ
ントが採用されている件数も増えてき
ているようです。
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加藤産業株式会社   環境管理部
〒662-8543　兵庫県西宮市松原町 9番 20号
TEL.0798-33-7608　 FAX.0798-35-8677
ホームページ　 http://www.katosangyo.co.jp/

■2014年3月（前回発行2013年3月、次回発行2015年3月予定）

加藤産業は
地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ2 5キャンペーンに
参加しています。

この印刷物は、琵琶湖の環境保全活動を支援する寄付金付印刷用紙びわ湖環境ペーパーを採用しています。また、適切に管理された森林の木材を利用
したFSC®認証用紙を使用し、米ぬか油を利用したライスインキ及び、有害な廃液を排出しない水なし印刷を使用しています。さらに製造過程で排出さ
れるCO2をCOJを通じカーボン・オフセットしています。
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