




もし 誰もが自分のことだけでなく

他人のことも考えることができたら

争いも 先進国と後進国の歪みも起こらなかったかもしれない

もし みんなが今だけでなく

未来のことまで考えることができたら

地球はず‘っと私たちの星のままでいられるはず

だから リーテムは考えます

ひとつひとつの行為は小さくても

みんながまだ使える物をできるだけ捨てないようになれば

とっても大きな原動力になるはずだと

だから リーテムは行動を続けています

少しずつでもみんなが同じ意識を持って

物をず、っと大切に使い続けることができれば

いつかはとてつもなく大きな行動力になるはずだと信じて

だから リーテムはたゆまず活動しています

今までは廃棄されてきた物にも新たな命を与えて

世の中に再び返してあげることで

未来へと続く私たちの地球を育む推進力になると願って

あなたは気づいていますか？ どうすれば永続する環境を作れるのかを

リーテムは、「3R ・」を基本に

さらに種々の研究やリスクマネージメントを進め、

これからも環境保全について努力を重ねていきます。

• r3R J と はRe du ce 、 Reuse 、 Recyc l eの頭文字から成る、環境保全への取り組み姿勢を指す言葉です。

Re-Ternの社名はRecyc l e+Techn o l ogy+Managem e ntの頭文字からとったものですが、

Re-Te rnの r Re J の中にはRecyc l eだけではなく Re u se. Reduce という意味合いも含む、

幅広い意味での環績保全活動への強い意思表明が込められています。
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リスクマネージメント危機を察知し、未然に防ぎます。 環境啓発活動社会の環境意識を高めて、行動を促します。
近年、 廃棄物の不法投棄や不適正処理の報道が相次ぐにつれ、

「環境リスク（下図※印参照）」への社会的関心が高まっています。

当社は廃棄物を扱う企業として、特にリスクマネージメント（危機

管理）を経営の巌重要課題と捉え、管理体制を整備しています。

リスクマネージメントチームを主体に、コンブライアンス（法令・

法令・規範の遵守に関するリスク

・知副不足、理解不足で需直憶に

•.：自慢度なら許されるだろうと轡えτ
・他社との陣争の轟にやむなく

- 
r法律・条例I＜：遣反する行衡をする』

規範の遵守）の徹底、社内外リスクコミュニケーション（社内に

おける意識調査、研修会等の実施、社外への積極的な情報公開）、

社内外を取り巻くリスクの評価、分析、対応策の構築をプロジェクト

として進めています。まずは自社でのマネージメントノウハウを

確立し、将来的には社外へ広めていくことも考えています。

産業偽造審弘会地減循環ビジネス専門委員会にて提言

持続可能な社会構築のための当社の取り組みを紹介すると共に、

「廃棄物処理における地方自治体と民間事業者との協調J や、

「環境・福祉・雇用の三位一体の地域活性化」などを提言しました。

いばらさゼロ・ヱミッションa推進フォーラムに参加

当社は茨城県主催の「廃棄物問題徹底討論会（いばらきゼ口・エミッ

ション推進フォーラム）」にパネリストと

して参加。官・民・市民が一体となった

環境ビジネスの推進や、廃棄物処理 山－ ... 

における地方自治体と民間事業者と~， ，，ム~ 11=; 11ー
の協調体制構築の提言をしました。

人的被害

工場施霞のリスヲ

・地置や・風雨その他の天災が要因
・相E械陵情の撮作ミスや過労 ・ 慣れによる注量力の欠釦

- 
r鰻発・火災・騒落・崩司自・落下

その他の事自主と人身災害』
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取引先との契約内容の遂行に関するリスク

・宮業担当者から現場への伝遣が不十分で
・伝遣は受付たが、理解不定で集量慣に

4’ r契約内容に背〈行為をしてしまう』
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』
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当社からの委託先・売却先の行為によるリスク

．委舵先難者が不法投集やマニフェスト由
改ざんなどの違法行為をした

・畳〈取引している叢書が、処理賞金不足で不法設寮をした

- 
r不法鐙棄などの違法行穐』

Reiem 

※環境リスク

．当社句通常の’禦行轟による
騒音·•勘・恵且・大気汚呆・水質汚染ー濁鴻による土寝汚染
その他富まざま草環境汚緑町可能性

．事散発生によるII境汚集の可能性

・環境保全についての住民がら申苦情・間古せ

- 
F各種の規制舗を上回る→環繍汚染』

許可取り消し
社会的責任追E

（社）臼本粉体工業技術協会での講演とリーテムの工場見学

（社）日本粉体工業技術協会のリサイクル技術分科会からの要望に

より、「循環型社会システム構築へ向けて」というテーマで講演を

行い、当社の取り組み紹介として水戸工場を案内しました。

~』
F 司司司

情報管理のリスク

・E書名顧客由担晶情報回遭接術情報申書洩

・当社の処理箆衡の情報が傭断で外部に濁洩
・他曹の知的財産情栂を違法に使用したと訴えられる

- 
r情報の漏洩』

茨減県清掃協議会での講演

当社のリサイクルに関する取り組み事例を発表すると共に、法制

化されて聞もないパソコンリサイクルの現況と当社独自の処理

手法を説明し、地域循環型社会構築の為の提言を行いました。
経営不嵐、 取引先田与慣．金利・調書置勘

脱税·•収鵬、針‘法関連、 内郁告発 etc _

IE璽盟園・v

中学生の総合学習への対応

愛知県の中学生が、総合学習の一貫

でリーテム本社lζ勉強に来られまし

た。「不法投棄問題」や「リサイクルと

環境汚染の関係』、「プラスチックの

再生』など、学生の皆さんの質問に

添って講義をしました。

幽金主主盟＇－
lL..L且L」LLL

リテ、ユース独自のアプローチからリデュースに貢献しています。 地域循環ビジネス地域のチカラを環境事業に活かします。

当社で行っているリデュース活動は、世間一般で解釈されている「なる

べくゴミを出さない」などの直接的に廃棄物の発生を抑制する乙とだけ

ではなく、リユース＆リサイクルの仕組みゃノウハウ・考え方などを

広く社会lこ提供し、結果として廃棄物の抑制に繋げていくことも目指

しています。具体的には、コンサルテーションによる各種環境対応の

サポート、講演や研修会の講師として環境啓発を行うなどしています。

社会における環境保全意識が高まるにつれ、今後はより高度な

水準での3R （リデユース・リユース・リサイクル）の実筋が望まれて

います。しかし、その実現には素材ごとの細かい分別・解体作業を

要するため、多くの人の手が必要になります。そこで、当社では使用

・コンサルテーション複雑化する r環境問題への対応』をサポートします。
製品やサービスの差別化に力を注いでいる企業の多くは、企業

イメージの向上や真の競争力を高めるために環境側面を視野に

入れた活動を強化しています。そのため、廃棄物の適正処理は

もとより、今後想定される社会変化に対応した新しいリサイクル

システムの構築、事業の企画・運営のサポート、 共同研究の提案

など環境活動に関するさまざま要望が高まっています。当社は

企業の廃棄物処理の依頼に応えるだけでなく 、 お客さまの理念と

リーテム水戸工場
現状を理解したうえでそれぞれの企業に応じた最善の提案を行う

ことで、個々の環境目標達成のお手伝いをしたいと考えています。

たとえば、従来の処理ルート・方法と当社の提案内容を比較・検討

することで今まで気がつかなかった側面を発見できます。当社は

それをもとに具体的な改善計画の立案をサポート。 お客さまの

リサイクル率向上やコスト削減につながるさまざまなノウハウを

提供し続けています。

。

リサイクル

リユース

済み電子・電気機器のリユース＆リサイクルを、地域の社会福祉法人

との協同事業として企画し実現させました。 このことは「循環型社会

の創造」だけでなく、従来から地域社会において課題とされてきた

「障害者の自立支援」といった問題の解決にも寄与するものです。

社会福祉法人

解体

目。

。



リユース使える部品は可能な限り再利用します。
廃製品を構成する部品の中にはまだ十分に機能を発揮できるもの

が含まれています。当社では製品全体を廃棄せずに使える部品を

取り出し、新しい製品の中に組み込んで再利用する「部品リユー

ス」を行っています。一般にリユースというと、「一度不要になった

製品をそのまま再利用する中古品」を指す場合が多いのですが、

最近では製品だけではなく内部の部品の再利用も行われるように

なってきています。

リーテム処理フロー
パーツのリユースは、製品全体を破砕し素材として再資源化する

リサイクルよりも環境への負荷を小さく抑えることができます。

当社では近年この分野を重視し、製造メーカーと提携して、より

効率的でスムーズなパーツの回収体制を整備しました。また単なる

部品回収にとどまらず、開発当初からパーツのリユースを前提と

した設計をするべく、メーカー側との共同研究も進めることを

考えています。

リサイクル廃製品を再資源化して社会に戻します。
現代社会は多種多様な製品を生産 ・ 使用しているため、廃棄され

る製品も膨大な量になります。特に急激に進む情報化社会の中で、

パソコンなどのO A機器は製品のライフサイクルが短く多量に

廃棄されているのが実情です。これらのOA機器は金属とプラス

チックの複合製品なので従来のシステムでは再資源化が難しく、

リサイクルの原料としては敬遠されてきました。そこで当社では

独自のリサイクルシステムを確立し、破砕機投入後の分離 ・ 回収

を徹底することで複合材の再資i困じを実現しています。 OA機器

は、鉄や銅 ・アルミニウムなどの金属やプラスチックといった

多種の素材が複雑に組み合わさった製品であるため、再資源化

’E何日院；~＂！！，噂沼監書

側鶴、II ~
r －圃・ー・惨

することがとても困難で、効率のよいリサイクルへの障害となって

きました。当社では廃棄製品破砕後に風力・磁力・飾（ふるい）・

浮揚力を利用し、素材ごとの選別を徹底するシステムを開発しま

した。このリサイクルシステムによって、廃棄された製品は「鉄」

「アルミ」「非鉄金属混合樹脂」「賃金属混合物」「粉体回収物」に

選別されます。また破砕とは別工程で、廃製品から手選別に

より「プラスチック」なども素材として回収されるようになりま

した。その後、これらの素材は精錬所・再生樹脂メーカーによる

加工処理で原料として再生され、 再び新しい“製品”の一部として

社会に戻っていきます。

廃プラスチックのリサイクルシステム

製品の中でもプラスチックを使用したものは数多く、その成分も

また多様です。プラスチックの種類や混在状況によっては素材と

して再資源化することが難しいため、焼却されたり埋立てに回る

ケースが多いのが実情でした。そこで、 近年では高温溶融処理で

プラスチックをガスに還元する「ガス化溶融炉」が注目されてい

。

-

再製品化

同
州
凶

，：：金属樹脂複合材など、今まで

リサイクル処理が困総とされ

ていた物についても当社狙自
の破砕・選別技術により分隊

回収が可能です。

粉体回収物 シュレッダー鉄 金銀銅；宰 アルミ プラスチック付 プラスチック リユースパーツ
金銀銅）$

ます。適切な温度管理を行うことでダイオキシンの発生が抑えら

れ、スラグなどの残留物も有効利用でき、廃棄物がほとんど発生

しないためです。当社では、 より総合的なリサイクルシステムを

確立するために（株）住金リサイクルのガス化溶融炉の事業に参画。

廃プラスチック類の集荷を担当しています。

~喝、．‘
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J • RIC c リサイクルネットワーク） 全国同一水準のリサイクルサービスを提供します。 eLCA リサイクル過程における環境負荷を考えています。
リーテムが代表幹事会社となり、全国どこでも同ーの水準で

再資源化が可能なリサイクルネットワーク「J ·RIC」を組織

しています。現在全国 31 社、 50拠点にネットワークを敷き、

顧客の利便性を重視したサービスを提供しています。

LCA （ライフサイクルアセスメント）って何？

物が「生まれてから一生を終えるまでの間（ライフサイクル）」に

どれだけ環境負荷を与えたかを測る手法のことです。製品にたと

えるなら、たとえばパソコン 1 台を作るために地球からどのように

資源を採取して、 製造時にどの位のエネルギーが必要か、使用持

iこはどうなのか、リサイクルやリユースができるのか、廃棄され

たらどんな影響があるのか.. "o といったこれらすべての過程で“環

境にどんな影響を与えているか”を把爆することができるのです。

リサイクルネットワーク

受付

事
J•RIC事務局
｛株｝リーテム肉• 各ブロック幹事会社

：恩

LCA 

商社など

一般ユーザー メンバー会社

2003年度処理実績

.. 
情報機器販売会社什器備品
ビール自動販売機

ビールサー）＼－

コンビニ什器備品

OA機器、 ATM/CD等

タバコ自動販売機

その手法はとう利用できるの？

たとえば宝石を身につけて出かけても環境への影響や廃棄につい

て考える事は少ないでしょう。しかし、ダイヤモンドやルビーなど

の宝石の素＝原石を採掘する時に自然環境に負荷を与えてしまって

います。その他lζも使用する時にはほとんど有害物質が発生しな

い製品でも、生産時や廃棄される時に C02発生量が多い製品も

あります。し C Aのデータを利用すれば、同じ機能を持つ2社の

製品や、旧型製品と新型製品の環境負荷を比べることもできます。

。
」
t

／ζ 士、
留品・製品メーカー

. . －園田・且町田
，寝材 ’ 日目山リ－..... .. 

ユーザー

プ素材メーカー

342t 

1,400 台

240t 

56lt 

l,146t 

28,075 台

-t>Jii[f;UtJl•ll';.1 1c· ~ ＇を温E生唱町週．
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圏外のしCA調査研究グループの工窃見学

タイの企業 ・ 研究機関・大学でリサイクル ・ L CA· ヱコデザイン

に関する政策や制度の整備及び研究に携わる技術者グループ30

名が、 2003年 12月にリーテム水戸工場を見学。当社が実施

した廃棄物処理の Lc Aデータ収集分析について熱心な質問を
多数受けました。

J ·RIC事務局

# 

・中国との関わり
協調から共存へ向けて変化しています。

〆
・環境会計環境ビジネスにおける環境会計を考えています。o!J 
環境会計って何？

企業の環境活動にいくらお金がかかり、どの位効果があり、次年

度の予算はどの位必要かを判断する材料になるのが環境会計です。
近年、日本の製造メーカーの多くが中国に生産拠点を移動してい

ます。そのため、中国においても日本国内と同様、 「生産一消費ー

リサイクル」という循環型経済の仕組みを構築する必要があります。

現在、大量のリサイクル原料が日本から中国ヘ輸出されています

が、一方ではその仕組みを隠れ蓑lこした違法な廃棄物も日本から

中国ヘ輸出され、環境汚染が転嫁されています。 もはや中国への

リサイクル原料輸出は歯止めが利かないことを理解し、中国に

おける環境配慮（コンブライアンス・汚染防止など）を熟慮する

ことが必要です。圏内で無害化したリサイクル原料を現地の法規

制を守って輸出することが当社の当面の課題であると認識し、中国

国家環境保護局の方々をはじめとする中国のさまざまな環境関連

組織との情報交換を続けています。今後は、そうして得た情報と

長期にわたって築きあげられた信頼関係を活かし、 より優れた

環境ビジネスの研究につなげていきたいと考えています。

環境省のガイドライン

A中聞大倉市市長との会見 統一的公表用
フォーマットの提示

。

収集運搬事業者

環境会計はどう利用できるの？

環境会計なら、環境活動の為にかかったコストと効果を定量とし

て測定して表現することが可能です。そのため“第 3者への説明

が簡単になる”という大きなメリットがあります。

。



．『第2回日本環境経営大賞』環境経営優秀賞受賞

2004年3月に『第2回日本環境経営大賞』の最終審査の結果、

リーテムは環境経営の理念に基づく実践活動とその成果が

認められ『環境経営優秀賞』を頂きました。

日本環療経宮大賞とは？

環境先進自治体として知られる三重県が

運営事務局となり、全国の企業、 NPO、

学校などのあらゆる組織の r環境経営」の

中から優れた成果を挙げている団体を

表彰する制度で、官民両分野の環境専門家

から成る審査委員会が審査を行うものです。

企2004年5月表彰式の僚子

く評価のポイントはこんな点でした＞

．環境保全の取り組みが企業の「総合的な競争力」向上につながって

いるか？

．環境保全の取り組みがもたらした、経済的・社会的な成果はつ

・企業の経営方針に環境戦略を明確に位置づけているか？ …など

・東京工場建設計画

リーテムは、東京都が廃棄物問題の解決と循環型社会への変革を

推進することを目的に、東京臨海部において廃棄物処理・リサ

イクル施設の整備を進める「スーパーエコタウン事業」に参画します。

[ IYHU~ 

［一司
r .._ 

リサイクルを | 

楽しくわかりやすく I 

L一一一一一一一一一__J

建物／照明

多種多様な製品の一大消費地である東京都に処

理施設を設置。より迅速かっきめ細やかな対応が

可能になります。

自治体では処理が困難な金属系粗大ごみも、独自

のノウハウにより高効率リサイクルを実現できます。

小中学生や一般の方々でも安全に工場見学ができ、

わかりやすいように見学専用ルートを設置します。

三層構成の績に流れるラインを強調した建物の

中に機織群を象徴的lこ配置することで、工場全体

が統一感を持ち、整然としながらも躍動感のある

都市景観となるように計画。また、夜間は処理を

待つ廃棄物や機械類をライトアップすることで、

工場全体が印象的に浮かび上がります。

環境経宮とは？

環境配慮が経済的価値の創造ヘ、経済的価値の追求が環境

配慮へと、互いに相乗効果を発療する経宮のことを指します。

相乗効果

、、.：：：；＿，ペ

~盟理・ E軍軍軍需冨TmGll

日本環境経営大賞のウェプサイト

http://www.eco.pref.mie.jp/kigyou/taisyou/html/dendo/index.htm 

「 可・司

水戸工場との連携 l

L 』

電子電気機器類ー情報機器については水戸工場と

連携するととでゼロ工ミッション処理が実現

可能です。

東京都大田区城南島3丁目

敷地面積. 5,292.87rri 処理量. 300t／日

2004年8月着工 2005年4月竣工 2005年7月稼動

．（株）リーテム環境方針

［基本理念］
（株）リーテムは、事業活動を通じてリサイクルの向上に貢献するとともに、事業活動すべての面で社員全員参加のもと、
地球環境の保護及び保全に対して積極的に行動する。

［基本方針1
1 資源の有効活用のために、さらに積極的にリサイクルの質の向上を図りかつ高度な処理技術・プロセスを開発する
ことにより、地球環境の保全に努める。

2地球環境の保護 ・ 保全活動を推進するために環境活動組織を整備し、環境関違法規・条例を遵守するとともに自主
基準を設定し、環境管理の向上に努める。

3. 環境管理の重点項目
①有効な成分を含んだ原料としての廃棄物の適正な管理を行いリサイクルの向上に努める。
②電気 ・油のエネルギー資源を有効に活用し、使用量の削減に努める。

③水戸工場で受け入れるすべての物の収集運搬・荷受・事前選別・破砕処理 ・ 搬出に至る全工程において事故の発生
防止と環境汚染の予防に努める。

4. 環境方針達成のために、環境目的・目標を定め定期的に環境保全活動の見直しを行い、環境管理システムの継続的

改善を図る。

5. 内部環境監査の実施により環境管理システムの維持向上を図る。
6. 関係官庁をはじめ地域住民・環境保護団体とのコミュニケーションを図り、環境保護・保全活動に貢献する。

7. 全社員への教育 ・訓練を実施し、環境方針を周知徹底し意識の向上を図る。

8. この環境方針は社内外に公表する。

・原境マネージメントシステムの組織体制と役割

2001 年 1 月 11 日に ISOl 4001 の認証を得て以来、当社の環境

マネージメントは社長を最高責任者とした体制で運用しており、

社長に任命された環境管理責任者が環境管理委員会を主催する

仕組みです。この委員会では事務局も焚えて多くの議題の調整を

図り、実務責任者である部課長に伝達。部課長の指導の下、全社員

が環境マニュアルに従って環境保全活動に取り組んでいます。

また、営業戦略会議と工場運営会議を週 1 回開催して、営業と現場

とが一体となって環境確保と推進に取り組んでいます。尚、内部

監査委員には各部暑の研修機関での講習受講者10名が任命され

ています。

・環境マネージメントシステム監査

環境マネージメントシステムの監査手段として」ICQA監査員に

よる年 1 回の外部審査だけではなく、定期的かつ適宜必要に応じた

社内部署による相互監査を行っています。昨年11 月にはJICQA

による更新審査があり、 18件の改善・要望事項としての指摘が

ありました。一方、 2003年度の内部審査では32件の「軽微な

不適合」を除いては重大な指摘はなく、 32件については適切な

是正と確認を実施しています。

．環境情報への対応（苦情・要望等）

当社では地域住民・顧客・行政から工場に寄せられる環境に関する

苦情や要請、さらに従業員からの意見を環境情報として捉えて

います。具体的には、社内伝達・対応・処理するシステムを運用

していますが、 2003年度には入荷物不足（294個中、 1 個不足）

が発生しました。運送会社に原因調査を依頼したところ、本件

についての原因説明及び今後の再発防止策の報告を受けました。

平成 12年6 月 10 日制定

・緊急事態への準備と対応

緊急事態発生の際の連絡体制と対応処置を明確に定めています。

さらに、その連絡体制が書類上の規定にとどまり、「現実の緊急

時には使えない」乙とがないように連絡網を定期的に更新し、従

業員教育・訓練を実施しています。

リーテム組織体系

．，．繍マネージメントシステムの
実血及びI!>裏忽寅.のma

..嶋嘗理費e著書を指名し‘
役柄，R後．”を与える

...峨マネージメントシステムの
定期釣な見直し

．定期的に環欄，，，E貝舎を開催

・2・栂マネージメントシステムを
実‘..持する

．環境自国逮威主実況のII毘及び”’貨倹討

...・の明網を決定する

・をt•に繍嶋マネージメントシステムの
業－I院を’E告
．環境マネージメントシステhにお付る
役習慣をE纏慢を定め S度当番に伝過する

．繍マネージメント ・・・局長あるい.. 
システムに奈された ・a・.惨事掲腐の
各鑓盤を行う 代・として・纏・

’E・e・－に出a

2()()4.t巳3月31 日現在

@ 



・環境目的・目標

当社は、事業活動から生じるプラスとマイナスの環境側面を併せて

抽出・評価し、特定の環境側面における定常状態、非定常状態、

緊急事態の各々の環境影響を評価しています。その結果から、環境

環境目的・目標

・未処理堆積物

品位
管理本部

事業本部

(MR ・ P-1)

管理本部

事業本部

(MRｷ P-2) 

管理本部

事業本部

（非鉄金属）

工場共通項

MRｷP-1 

リーテム水戸工場の一角に、過去の鉄スクラップ引取りの際に発生

した鉄、非鉄、陶器などの堆積物が保管されています。当社では

これらの処理を重要課題と捉えて処理目標値を設定し取り組んで

影響の著しい項目を決定し、環境目的・目標を作成。前年度の運用

成果に応じて独自の是正・予防の手順に基づき、翌年度の目的・

目標の見直しを行っています。

「·~~僻唱l-1'f:1 -
生産量に伴う環湧負荷低減への寄与

1999年度を基準に

3年間で30%生産増

地下浸透防止

生産量

1999年度比20%増

（累計50%増）

20%削減

（累計35%削除）

原単位1%減

（累計3%減）

原単位1%減

（累計2%減）

使用量1%減

（累計2%減）

使用量1%減

コンクリート舗装

工OOOrri （累計3,500rri)

きましたが、処理の完了をできる限り早める為に2003年度は目標

値を当初の倍にあたる 1 ,300 rri としました。その結果、目標を

大幅に超えて l,684rri となり、 129.5%の達成率を実現しました。

．環境会計によるコスト集計

環境保全活動のためのコストを、当社の環境目的に対応した

コスト（積極コスト）、法規制遵守のためのコスト、環境マネージ

メントシステム運用・管理コスト（EMS コスト）の3つに分類。

今年度の目標に対応するコストと効果の情報を翌年以降の

活動の効率化に役立てるため、コストマネージメントを確実

に続けています。

iJ処理量確保の為の

積極的な営業活動

⑦処理能力の向上

処理稼働率の向上

処理単位時間当たりの

処理量の向上

·'.ID手解体のライン化、標準化

Q;処理実施人員・費用の

計画的確保

①安定負荷操業による

様働率向上

客点検補修強化による

稼働率向上

①不在・長時間艇席

(l 時間以上）時の消灯

(21不在・長時間離席

(l 時間以上）時の

パソコン電源の切断

①選別場床の不浸透化

（コンクリート舗装化）

①水質管理

②騒音・振動・悪臭管理

＠廃棄物管理

心環境審査の定期的実施

②EMS連絡会の運営

S社内の環境教育

~）環境報告書の作成

・土壌汚染

46,263 14,008 

11,123 

21,636 

1,663 

451 

945 

話哲

生産量20%憎の目標値に対して

P-1 は106.2%でありましたが

非鉄金属は原料ソースの製造変化

（生産拠点の海外シフト、

中古市場のグローバル化等）により

88.7%の達成率に止まりました。

129.5%の達成率となりました。

』些
生産量

1999年度比5%増

（累計55%増）

10%削減

（累計45%削減）

P-1 原料入荷滅による原単位増で ｜原単位1%減

92.6%の達成率に止まりました。 ｜（累計4%減）

104.9%の達成率となりました。 ｜原単位1%減

（累計3%減）

120.5%の達成率となりました。 ｜使用量1%減

（累計3%減）

97.2%の達成率に止まりました。 ｜使用量1%減
（累計2%減）

生産量

1999年度比5%増

（累計60%増）

10%削減

（累計55%削減）

原単位1%減

（累計5%減）

原単位1%減

（累計4%減）

使用量1%減

（累計4%減）

使用量1%減

（累計3%減）

4,945 I l ,834 I 122.0%の達成率となりました。

42,166 

14,540 

環境関連法規制の遵守を

徹底しました。

上記環境目的・目標を達成し、

環境マネージメントシステムの

維持的改善を進めました。

~司'OJ者泣1；・・

．該当期間 2003年4月～2004年3月

．設備投資費用初期投資額を『投資J として計上しています．

減価償却費を含めていません。

．生産量手解体およびリーテムプロセスでの処理量を、

「生産量J と定義しています. 

. 掲織の2004～2005年度の目標は、 2003年度時点の

環境目的について設定した計画値です。

荷卸し時や選別作業の際には機器や装置などの搬入物から残留油が

漏出し、土壌を汚染する可能性があります。そのため、当社では土壌

汚染を著しい環境側面であると捉え、選別場の床をコンクリート舗装

することで不浸透化を進めています。その結果、 2003年度は目標

値l ,OOOrriiこ対して 1 ,220併を達成し、運用開始時以降の累計では

目標値3,500rriに対し5,l 60rri と、約1.5倍の達成率を実現しました。



必訟

欧州研修生のリサイクル現場実習
単品

2003年6月～8月

主な研修の受け入れ実績

2003年度見学者総数： 94件・主な工場見学者の受け入れ実績

128kg 

l ,049, l 34kg 

364kg 

[ 2001~1側糊蜘

＿..，.，＿旦監理制詞田町主主I

話回由民主語~

リサイクル事業推進lこ向けての現状と課題

「生き方lこ学ぷJ リサイクル

自然との共生、持続可能な社会を目指して

循環型社会に向けてー私たちにできること一

循環型地域社会のためのリサイクル発展を目指して

（社）日本粉体工業技術協会

愛知県幸田町立南部中学校
2003年11 月 | 経済産業省産業構造審議会
2004年 2月 I いばらさゼロ・エミッション推進フォーラム

一 一 一一一ー一一 一2004年 2月 | 茨城県清掃協議会

・講演・寄稿 ・ 発表活動

一一一一一一一一一一一一一一一－..31 ~~，，』o;I

・水戸工場での主な使用量の直近3年間状況

・・・・・~

・地域貢献活動
教育・研修

当社では、まず従業員一人ひと りが役割を自覚するこ とが大切だと考えています。
その上で目標意識を高めると同時に、確実に環境意識を浸透させるためのさまざまな教育 ・ 訓練 ・ 啓発を行っています。

J岨躍
2003年12月

2004年 1 月
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茨城町からの農薬缶の処理

水戸市農協からの農薬缶の処理
－ 美野里町立中学校がボランティア活動にて

回収したアルミ缶の引き取り

－ 茨城町内の小中学校から発生する廃棄物の処理

随時

止】斗店~
経済産業省産業構造審議会委員

環境省 中央環境審議会廃棄物 ・ リサイクル部会、家電リサイクル専門委員会
いばらきゼ口 ・ エミッション推進会議幹事・設立発起人
社団法人白本鉄リサイクル工業会環境対策委員会委員長
社団法人茨城県産業廃棄物協会理事
アルミニウムリサイクルトータルシステム調査委員会委員

』h美野里町立中学校より
感謝状をいただきました

・当社が関わる組織・ 機関

話盗
阪和興業（株）で研修中の学生

東京電力（株）
モトローラ社

水戸市市民環境部ごみ対策課ごみ減量係
パナソニックモバイルコミュニケーションズ（株）

核燃料サイクル開発機構東海事務所

（財）製造科学技術センター

タイ国のリサイクル ・ Lc A ・ エコデザイン関連技術者団体

キヤノン（株）

面否民“:MJ

2003年 8月

2003年10月
2003年 10月
2003年10月

2003年10月

2003年10月

2003年12月

2003年12月

2004年 2月

監査員教育

l 廃棄物経済学と廃棄物産業連関分析
絶滅野鳥lこ関するセミナー

ド

l 産廃処理システムの問題点と不法投棄対策

｜廃棄物処理法lこ基づく電子マニフェス卜制度と
（社j東京産業廃棄物協会教育研修会 i

｜ 改正廃棄物処理法

第2回環境調和技術研究発表会
第4回 Lc Aデータベース活用セミナー
資源リサイクリング部門委員会講演会
産業廃棄物の適正処理のために

環境一般教育訓練

環境管理責任者又は、

環境管理責任者が指名した者

水戸工場 ： l ,222,968kwh 

本社 ： 43,633kwh

トラック ： 40,0282

工場周・ 52,823 2 

l,9282 

水戸工場 628ni 

本社； 205 『Ti
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・第三者審査報告書

第三者審査報告書

平成 16 年 7 月 1 日
隊式会社日ーテム

代表取締役社長中島賢一 殿

~：：：~－ "i U究場
1 審査の目的

当環境品質研究所は、株式会社リーテムの責任において作成された同社の「環境報告書初04J を日本公認会計士協会で公表された経営研究調査会研究

報告第 13 号「療境報告書保鉦業務指針（中間報告）』を参考に審査を行った。

当環境品質研究所の審査の目的は、主として間報告書寄において報告されている重要な情報の主磁性について、実施した手続の範随内において、組立した

立場での意見を表明することである．

2. 審査の手続

当環境品質研究所は、「環境報告書 2004J について以下の審査手続を実施した。

(1）掲較されている情報について、集計表とその基礎資料とのサンプリングによる照合及び担当者への質問等により、情報の集計とその計算方法の合理
性 ー 正確性を検討した．

(2）掲載されている情報について、作成責任者担当者に対する質問、関連する議事録・規程等の閲覧・照合、 ISO 関連資料の閲覧ー照合、工場往査、そ

の他根拠資料となる内部資料及び外部資料で利用可能なデータと比較し倹宮付した．

3. 結論

審査の結果、当環境品質研究所の意見は、次の通りである．

(1）「環境報告書 2004J に掲載されている情報は、株式会社リーテムの業務から出された情報を適切に集計したものである．

(2）「環境報告書 2004」に掲載されている情報は、当環境品質研究所が審査の間に入手した根拠資料と牙，盾していない．

｛容考）

当環境品質研究所は、国際会計事務所デロイトトウシュトー7ツのメンパーファームである監蜜法人トーマツのグループ会社です．

・第三者審査手続の補足説明

( 第三者審査報告にあたり、審査手続の概要を補足説明と山下に示します。 ) 

以上

・報告書の情報システムの ・事務局及ひ・現場のチェック ・審査結果指嫡 ・ステップ3での ・第三者審査報告書の提出
状況確認 （修正・提案）事項報告 指摘事項のフォローアップ

．審査対象事業所の特定

・チェック事項の特定

ヰグ
「制告書の範囲

本報告書は、株式会社リーテムの全事業所（本社及び水戸工場）における2003年度（2003年4月から2004年3月）の事業活動を対象としています。

尚、一部同期間以降の報告も含みます。 次回発行は2005年夏を予定しています。 問い合わせ先株式会社リーテム 企画部電話03-3258-8586
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・株式会社リーテム
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事業内容
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3,600万円

中島賢一

明治42年（1909年）

昭和26年（1951 年）

OA機器 ・電子電気機器類のリサイクル

鉄系複合材のリサイクル

製鋼原料及び非鉄貴金属原料の売買

建築物及び工作物の解体、移設、撤去

リサイクルシステム販売及びコンサルテイング

ウ工プサイト http:/ /www.re” tern.com/ 

平成 5年（ 1993年） 9月

平成 8年（1996年） 3月

リーテム・リサイクルシステム（プロセス l)導入

平成7年度再資源化開発事業

Im璽霊盟E園盟国

平成 9年（1997年） 4月

（財）クリーン・ジャパン・センター（CJC）会長賞受賞

社名を株式会社リーテムと改める

-.! 平成 9年（1997年）l 0月

平成 10年（ 1 998年） 7月

平成 12年（2000年） 3月

平成 13年（2001 年） l 月

平成 13年（2001 年） 6月

平成 14年（2002年） l 0月

平成 15年（2003年） 12月

平成 16年（2004年） 3月

（財） CJCの実証プラン卜／リーテム・リサイクルシステム（プロセス2）稼動

本社を東京都千代田区に移転する

リサイクルの全国ネットワーク」 ·RICを組織化

茨城県リサイクル優良事業所に認定される

環境マネージメントの国際規格IS01400 1 認証取得（登録番号E214)

環境報告書発行開始

廃棄物処理プロセスのLCAデータを収集・解析（経済産業省委託事業）

東京都「スーパーエコタウン事業J 事業実施計画が承認される

第2回日本環境経営大賞環境経営優秀賞受賞
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今年は『環境や自然と技術や人間との関わり合しりというテーマのもとに、 3組のア テイストが工場内の機械音や作業音・周囲の音を環境音として捉え、

曲の中に取り込んで再構成した「環境音楽」を作成しました。環境音楽CDをご希望の方は、下記までご連絡くださし、。

連絡先：株式会社リーテム企画部 TEし： 03・3258-8586 E-Mail : info_tokyo@re-tem.com 
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