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環境データの算定と報告について

■ 基本事項

◇対象期間　: 2015年4月1日～2016年3月31日
◇対象組織　: 大和ハウス工業および国内連結子会社32社 

環境データの対象は、環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2015」の対象組織である大和ハウス工業及び連結子会社32社の国内における事業活動です。
ただし、各指標ごとに環境影響がない、または小さな会社については除外しています。
なお、対象としている33社における補捉率※は、95.2%と推計しています。
※対象会社の2015年度売上額の合計÷2015年度の連結売上額（ともに、内部取引相殺前）
また、海外拠点の環境負荷については、海外事業の売上高が連結売上高の約2.3％と小さいため、今年度は資料・データ編P61「海外拠点のCO2排出量」でのみ
開示しています。
さらに、環境マネジメント対象（連結子会社）に増減が生じた場合は、増減比較を容易にするため、下記の対応を基本としています。

【期中で対象組織が減った場合（売却など）】
 該当組織のデータは、当該年度データの対象とせず、過去データからも除外する

【期中で対象組織が増えた場合（買収など）】
 該当組織のデータを当該年度・基準年度データとも対象には含めず、次期環境行動計画より対象組織に含め、過去データも追加する

期中で連結子会社になった会社または設立した会社
環境影響がないまたは小さい会社
海外拠点の会社

1社
57社
52社

■対象の組織一覧（大和ハウス工業+32社）

■対象外の組織（110社）

・GRI （Global Reporting Initiative）「サステナビリティ レポーティング ガイドライン第4版（G4）」
・WBCSD/WRI 「A Corporate Accounting and Reporting standard（revised edition）」
・WBCSD/WRI 「Corporate Value Chain （Scope3） Accounting and Reporting Standard」
・環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
・環境省「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン」
・環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.2」
・日本化学工業協会「CO2排出削減貢献量算定のガイドライン」

◇参考にした主なガイドライン

環境行動計画の対象期間における前年度実績（現在は2012年度）を基準とし、その後3ヵ年の実績を報告することを基本としています。なお、継続的な取り組みの
経年変化を示すなど、必要に応じて3～5年程度の過去実績を報告しています。

◇基準年の設定と過去データの報告

◇CO2排出係数

（参考）全連結子会社数:142社（国内:90社、海外:52社）
（2016年3月31日現在）

大和ハウス工業（株）、大和リース（株）、（株）フジタ、（株）デザインアーク、大和物流（株）、大和リゾート（株）、ダイワロイヤルゴルフ（株）、ロイヤルホームセンター（株）、ダイワロイヤル
（株）、大和情報サービス（株）、（株）大阪マルビル、スポーツクラブNAS（株）、大和エネルギー（株）、大和ランテック（株）、日本住宅流通（株）、大和リビングマネジメント（株）、大和リ
ビング（株）、大和ハウスリフォーム（株）、大和ハウスインシュアランス（株）、エネサーブ（株）、大和ハウスフィナンシャル（株）、（株）メディアテック、大和ハウス・アセットマネジメント

（株）、大和ライフネクスト（株）、大和ハウスライフサポート（株）、（株）伸和エージェンシー、大和ハウス・リート・マネジメント（株）、（株）東富士、大和コアファクトリー（株）、西脇ロ
イヤルホテル（株）、大和ホームズオンライン（株）、（株）コスモスイニシア、大和ハウスパーキング（株）

当社グループでは、当社自身の改善状況を正確に把握するため、原則として、環境行動計画の対象期間中（3ヵ年）は固定値を使用することとしています。
燃料等については、基準年（現在は2012年度）の省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）、温対法（地球温暖化対策推進に関する法律）にもとづく値を
使用し、購入電力については、電気事業連合会が公表する2005年度 実績値（会員各社の平均）を使用しています。なお、再生可能エネルギー（売電）による相殺分の
算定にあたっては、購入電力と同じ排出係数を用いています。

◇熱量換算係数
当社グループでは、エネルギー使用量について、熱量に関する国際単位系であるジュール（J）にて算出しており、各エネルギー種別ごとに下記の熱量換算係数を用い
ています。なお、再生可能エネルギー（自家消費）については、その使用によって、購入電力が削減したとみなし、購入電力と同じ熱量換算係数を用いています。

なお、CO2の算定は、排出係数と数値データの決定に利用される科学的知識が不完全である等の理由により、固有の不確実性の影響を受けます

目次

【戦略的環境活動】
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　・環境貢献型事業
　・再生可能エネルギー（全量売電のみ）
　・省CO2先導プロジェクト

【地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）】
　・CO2削減貢献度

（ECOプロダクツ）
　・CO2削減貢献量（太陽光発電設置容量など）

（ECOプロセス）
　・CO2排出量
　・エネルギー使用量
　・再生可能エネルギー（自家消費のみ・余剰売電）
　・バリューチェーンのCO2排出量

【自然環境との調和（生物多様性保全）】
（ECOプロダクツ）
　・開発・街づくりにおける生物多様性保全
　・環境共生住宅

（ECOプロセス）
　・生態系に配慮した木材調達
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資料・データ編
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環境データの算定と報告について

■ 基本事項

◇対象期間　: 2015年4月1日～2016年3月31日
◇対象組織　: 大和ハウス工業および国内連結子会社32社 

環境データの対象は、環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2015」の対象組織である大和ハウス工業及び連結子会社32社の国内における事業活動です。
ただし、各指標ごとに環境影響がない、または小さな会社については除外しています。
なお、対象としている33社における補捉率※は、95.2%と推計しています。
※対象会社の2015年度売上額の合計÷2015年度の連結売上額（ともに、内部取引相殺前）
また、海外拠点の環境負荷については、海外事業の売上高が連結売上高の約2.3％と小さいため、今年度は資料・データ編P61「海外拠点のCO2排出量」でのみ
開示しています。
さらに、環境マネジメント対象（連結子会社）に増減が生じた場合は、増減比較を容易にするため、下記の対応を基本としています。

【期中で対象組織が減った場合（売却など）】
 該当組織のデータは、当該年度データの対象とせず、過去データからも除外する

【期中で対象組織が増えた場合（買収など）】
 該当組織のデータを当該年度・基準年度データとも対象には含めず、次期環境行動計画より対象組織に含め、過去データも追加する

期中で連結子会社になった会社または設立した会社
環境影響がないまたは小さい会社
海外拠点の会社

1社
57社
52社

■対象の組織一覧（大和ハウス工業+32社）

■対象外の組織（110社）

・GRI （Global Reporting Initiative）「サステナビリティ レポーティング ガイドライン第4版（G4）」
・WBCSD/WRI 「A Corporate Accounting and Reporting standard（revised edition）」
・WBCSD/WRI 「Corporate Value Chain （Scope3） Accounting and Reporting Standard」
・環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」
・環境省「事業者からの温室効果ガス排出量算定方法ガイドライン」
・環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.2」
・日本化学工業協会「CO2排出削減貢献量算定のガイドライン」

◇参考にした主なガイドライン

環境行動計画の対象期間における前年度実績（現在は2012年度）を基準とし、その後3ヵ年の実績を報告することを基本としています。なお、継続的な取り組みの
経年変化を示すなど、必要に応じて3～5年程度の過去実績を報告しています。

◇基準年の設定と過去データの報告

◇CO2排出係数

（参考）全連結子会社数:142社（国内:90社、海外:52社）
（2016年3月31日現在）

大和ハウス工業（株）、大和リース（株）、（株）フジタ、（株）デザインアーク、大和物流（株）、大和リゾート（株）、ダイワロイヤルゴルフ（株）、ロイヤルホームセンター（株）、ダイワロイヤル
（株）、大和情報サービス（株）、（株）大阪マルビル、スポーツクラブNAS（株）、大和エネルギー（株）、大和ランテック（株）、日本住宅流通（株）、大和リビングマネジメント（株）、大和リ
ビング（株）、大和ハウスリフォーム（株）、大和ハウスインシュアランス（株）、エネサーブ（株）、大和ハウスフィナンシャル（株）、（株）メディアテック、大和ハウス・アセットマネジメント

（株）、大和ライフネクスト（株）、大和ハウスライフサポート（株）、（株）伸和エージェンシー、大和ハウス・リート・マネジメント（株）、（株）東富士、大和コアファクトリー（株）、西脇ロ
イヤルホテル（株）、大和ホームズオンライン（株）、（株）コスモスイニシア、大和ハウスパーキング（株）

当社グループでは、当社自身の改善状況を正確に把握するため、原則として、環境行動計画の対象期間中（3ヵ年）は固定値を使用することとしています。
燃料等については、基準年（現在は2012年度）の省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）、温対法（地球温暖化対策推進に関する法律）にもとづく値を
使用し、購入電力については、電気事業連合会が公表する2005年度 実績値（会員各社の平均）を使用しています。なお、再生可能エネルギー（売電）による相殺分の
算定にあたっては、購入電力と同じ排出係数を用いています。

◇熱量換算係数
当社グループでは、エネルギー使用量について、熱量に関する国際単位系であるジュール（J）にて算出しており、各エネルギー種別ごとに下記の熱量換算係数を用い
ています。なお、再生可能エネルギー（自家消費）については、その使用によって、購入電力が削減したとみなし、購入電力と同じ熱量換算係数を用いています。

なお、CO2の算定は、排出係数と数値データの決定に利用される科学的知識が不完全である等の理由により、固有の不確実性の影響を受けます
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【資源保護（長寿命化、廃棄物削減、水資源保護、グリーン購入）】
（ECOプロダクツ）
　・長期優良住宅認定率
　・資源循環型建築商品

（ECOプロセス）
　・廃棄物排出量
　・紙使用量・グリーン購入比率
　・水使用量

【化学物質による汚染の防止】
（ECOプロセス）
　・PRTR対象化学物質排出・移動量
　・VOC排出量
　・PRTR対象化学物質のマテリアルバランス

【環境負荷マテリアルフロー、環境会計】
　・環境負荷マテリアルフロー
　・環境会計

【サイトレポート】
 　・大和ハウス工業（10工場）
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グループ概要

資料・データ編

■ 売上高の推移 (連結・単体) 売上高(連結) 売上高(単体)

30,000

(億円)

35,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

(目標)
（年度） （年度）

11,166

18,487 20,079

12,388 14,298

27,003

14,709

28,107

16,497

31,929
34,200

■ 従業員数 (連結・単体)

(名)

30,000

35,000

25,000

20,000

10,000

5,000

15,000

0
2011 2012 2013 2014 2015

27,130
30,361

13,337

2,520

16,857

3,108

18,644

32,628

3,471

19,063

34,903

3,480

37,191

19,904

従業員(連結) 従業員(単体)
臨時従業員(連結) 臨時従業員(単体)

13,075 13,483 13,603 14,262

3,7053,705

14,62114,62113,075 13,483 13,603 14,262

54環境報告書 2016


	目次・グループ概要・環境データの算定と報告について



