
2012年度の証券業界における電力使用量等及び環境問題への取組み 

に関する調査結果について 

 

平成 25 年 11 月 20 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

 「証券業界の環境問題に関する行動計画」の取組みの実情を把握するため、同行動計画第８項（行

動計画の検証）に定める定期調査として、2012年度（2012年４月１日～2013年３月 31日）の電力

使用量等及び環境問題への取組みに関する調査を実施し、下記のとおり、会員各社からの回答結果

を集計いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 

【 調 査 概 要 】 

 

 

・調査対象 会員証券会社等 252社 

  ※調査実施（平成 25年６月 28日）以後、脱退等により会員権が消滅した証券会社等（３社）及び同年４月１日以後に新たに加入し

た会員証券会社（４社）を調査対象から除外している。 

・調査期間 平成 25年６月 28日～平成 25年８月９日 

 

 

【 調 査 結 果 】 

 

 

１．2012 年度の「本社・本店」の電力使用量等について（調査対象 252社） 

（１）2006年度を基準年度とする会員の「本社・本店」の電力使用量等（基準年度比） 

 
 2012年度 基準年度（2006 年度）比  2006年度 

 （平成 24年度） 増減値 増減比率  （平成 18年度） 

会員数（社） 239 -27 -10.2%  266 

電力使用量（ｋＷｈ） 120,087,083 -53,511,372 -30.8%  173,598,455 

総床面積（㎡） 473,354 -50,769 -9.7%  524,123 

１㎡当たりの電力使用量（ｋＷｈ） 253.7 -77.5 -23.4%  331.2 

 

（２）2002年度を基準年度とする会員の「本社・本店」の電力使用量等（基準年度比） 

 
 2012年度 基準年度（2002 年度）比  2002年度 

 （平成 24年度） 増減値 増減比率  （平成 14年度） 

会員数（社） 13 -3 -18.8%  16 

電力使用量（ｋＷｈ） 75,349,479 -8,694,256 -10.3%  84,043,735 

総床面積（㎡） 247,080 22,492 10.0%  224,588 

１㎡当たりの電力使用量（ｋＷｈ） 305.0 -69.3 -18.5%  374.2 
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（３）全会員の「本社・本店」の電力使用量等（前年度比） 

 
 2012年度 前年度（2011年度）比  2011年度 

 （平成 24年度） 増減値 増減比率  （平成 23年度） 

会員数（社） 252 -18 -6.7%  270 

電力使用量（ｋＷｈ） 195,436,562 -15,556,044 -7.4%  210,992,606 

総床面積（㎡） 720,434 -50,372 -6.5%  770,806 

１㎡当たりの電力使用量（ｋＷｈ） 271.3 -2.5 -0.9%  273.7 

 

（注）電力使用量及び総床面積については小数点以下、１㎡当たりの電力使用量については小数点第２位を

四捨五入しているため、数値が一致しない場合がある。 

 

〔参考〕証券業界の環境問題に関する行動計画に規定する数値目標について 

 証券業界としての環境問題への取組みの一環として、地球温暖化防止を目的としたＣＯ２排出量削減の

ために、電力使用量について、以下の数値目標を設定しております。 

 また、証券業界における電力使用量等の推移等は、別添のとおりです。 

 

【数値目標】 

① 新たに取り組む会員証券会社については、2006年度の本社・本店（本社機能を有する施設を含む「以

下同じ」）における使用量を基準に 2008年度から 2012 年度までに６％の削減を目指す。 

② これまでに取り組んでいる会員証券会社については、2002年度の本社・本店における使用量を基準

に 2003年度から 2012 年度までに 12％の削減を目指す。 

（注） 会員証券会社の経営規模の拡大又は縮小等により、会員証券各社における本社・本店の使用

床面積の増減があった場合においても、床面積当たりの電力使用量が、上記①及び②に掲げた削減

目標を達成するよう留意する。 

 

２．2011年度の「事業者全体」のエネルギー使用量及び電力使用量等について（調査対象 252社） 

 

 2012年度 前年度（2011年度）比  2011年度 

 （平成 24年度） 増減値 増減比率  （平成 23年度） 

会員数（社） 252 -18 -6.7%  270 

エネルギー使用量（ｋｌ） 99,512 -9,237 -8.5%  108,749 

電力使用量（ｋＷｈ） 358,837,731 -22,843,213 -6.0%  381,680,943 

総床面積（㎡） 1,792,338 -89,423 -4.8%  1,881,761 

１㎡当たりの電力使用量（ｋＷｈ） 200.2 -2.6 -1.3%  202.8 

 

（注）電力使用量及び総床面積については小数点以下、１㎡当たりの電力使用量については小数点第２位を

四捨五入しているため、数値が一致しない場合がある。 
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３．環境問題への取組みについて（調査対象 252社） 

 

（１）証券業を通じた取組みについて 

① 環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する金融商品（エコファンド等）の開発・提供

等について 

調査対象会員 252 社のうち、環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する金融商品（エ

コファンド等）の開発・提供等を「行っている」会員は、65 社（25.8％）となり、一方、「行って

いない」会員は、179社（71.0％）となった。（表１－１・図１－１ 参照） 

 

［表１－１ 環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する金融商品の開発・提供等について］ 

 

環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する 

金融商品（エコファンド等）の開発・提供等について 
会員数（社） 比 率 

行っている 65 25.8% 

行っていない 179 71.0% 

検討中 8 3.2% 

合  計 252 100.0% 

 

 

行っている 

65 

25.8% 

行っていない 

179 

71.0% 

検討中 

8 

3.2% 

図１－１ 環境への対応に優れた企業に対する投資を

促進する金融商品の開発・提供等について 

なお、「2011 年度の証券業界における電力使用量等及び環境問題への取組みに関する調査結果に

ついて」（平成 24年 11月 20 日公表、以下「前回調査」という。）において、調査対象会員 270 社

のうち、環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する金融商品（エコファンド等）の開発・

提供等を「行っている」会員は 75社（27.8％）、「行っていない」会員は 185社(68.5％)であった。 
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② 開発・提供等の実施状況（複数回答） 

環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する金融商品の開発・提供等を行っている会員

65 社の実施状況を見ると、「地球温暖化対策・環境保護等関連ファンドの販売」を行っている会員

が 59 社と最も多く、「環境事業を推進する企業への投資支援」（12社）及び「地球温暖化対策・環

境保護等関連ファンドの開発」（９社）が続いている。それ以外は「排出量取引(京都クレジット

等)の実施」（６社）となっている。（表１－２・図１－２ 参照） 

 

［表１－２ 開発・提供等の実施状況（複数回答）］ 

 

開発・提供等の実施状況 会員数（社） 比率 

地球温暖化対策・環境保護等関連ファンドの販売 59 90.8% 

環境事業を推進する企業への投資支援 12 18.5% 

地球温暖化対策・環境保護等関連ファンドの開発 9 13.8% 

排出量取引（京都クレジット等）の実施 6 9.2% 

その他 7 10.8% 

環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する金融商品

（エコファンド等）の開発・提供等を行っている会員 
65 - 

（注） 比率は、対象回答会員数（65社）を母数とする割合であり、複数回答を選択可能である

ため、100％を超える 
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図１－２ 開発・提供等の取組み状況（複数回答） 

なお、前回調査において、「環境への対応に優れた企業に対する投資を促進する金融商品の開

発・提供等を行っている」と回答した会員 75 社のうち、「地球温暖化対策・環境保護等関連ファ

ンドの販売」と回答した会員が 70 社、「環境事業を推進する企業への投資支援」と回答した会員

が 12 社、「地球温暖化対策・環境保護等関連ファンドの開発」と回答した会員が８社、「排出量取

引(京都クレジット等)の実施」と回答した会員が３社であった。（いずれも複数回答） 
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【参 考】その他の開発・提供等の実施状況 

・ 次に掲げる環境に関係する商品の組成・販売、又は売出し等【４社】 

① グループ企業における環境保全等関連ファンドの開発、運用 

② 世界銀行など国際金融機関が発行する債券で資金使途を環境関連に限定した商品 

③ グリーン IFC債、ADBクリーンエネルギー債 

④ グリーン世銀債、ウォーター・ボンド、エコロジーボンド 

・ ＳＲＩ（社会的責任投資）ファンドについての情報提供 

・ 総合研究所（グループ会社）によるグリーン・イノベーションサイトの提供 

・ アグリビジネスの支援・小水力発電の普及 

・ チャレンジ２５キャンペーン（1990年比温室効果ガス 25％削減のための国民運動）への参加 

・ 環境カンファレンスの開催 

 

（２）地球温暖化対策について 

① 省資源・省エネルギー対策の取組みについて 

調査対象会員 252 社のうち、ペーパレス化の促進、節電及び省電力機器の導入など、省資源・

省エネルギー対策に「取り組んでいる」会員は、247社（98.0％）となり、大多数の会員が積極的

に取り組んでいる。一方、「取り組んでいない」会員は、４社（1.6％）となった。（表２－１・図

２－１ 参照） 

 

［表２－１ 省資源・省エネルギー対策の取組みについて］ 

省資源・省エネルギー対策の取組み 会員数（社） 比 率 

取り組んでいる 247 98.0% 

取り組んでいない 4 1.6% 

検討中 1 0.4% 

合  計 252 100.0% 
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図２－１ 省資源・省エネルギー対策の取組みについて 

なお、前回調査において、調査対象会員 270社のうち、省資源・省エネルギー対策に「取り組ん

でいる」会員は 266社（98.5％）、「取り組んでいない」会員は１社 0.41％）であった。 
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② 省資源・省エネルギー対策の取組状況（複数回答） 

省資源・省エネルギー対策に取り組んでいる会員 247社の取組状況を見ると、「クールビズの導

入」が 235社と最も多く、「照明の消灯による節電」（234 社）、「空調の温度管理の徹底による節電」

（214 社）が続いている。それ以外は、「省エネルギー型ＯＡ機器の導入による省電力化」（110 社）、

「ウォームビズの導入」が 91 社、「社用車の変更（低燃費・低排出ガス車の導入）」（53社）、「省

エネルギーを推進するための内部組織の設置」（36社）、「『チーム・マイナス６％』への参画」（23

社）、「グリーン電力の購入」（９社）、「太陽光発電等の有効利用」（４社）等となっている。（表２

－２・図２－２ 参照） 

 

［表２－２ 省資源・省エネルギー対策の取組状況（複数回答）］ 

省資源・省エネルギー対策の取組状況 会員数（社） 比率 

クールビズの導入 235 95.1% 

照明の消灯による節電 234 94.7% 

空調の温度管理の徹底による節電 214 86.6% 

省エネルギー型ＯＡ機器の導入による省電力化 110 44.5% 

ウォームビズの導入 91 36.8% 

社用車の変更（低燃費・低排出ガス車の導入） 53 21.5% 

省エネルギーを推進するための内部組織の設置 36 14.6% 

「チーム・マイナス６％」への参画 23 9.3% 

グリーン電力の購入 9 3.6% 

太陽光発電等の有効利用 4 1.6% 

その他 38 15.4% 

省資源・省エネルギー対策に取り組んでいる会員 247 - 

（注） 比率は、対象回答会員数（247 社）を母数とする割合であり、複数回答を選択可能であ

るため、100％を超える。 
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図２－２ 省資源・省エネルギー対策の取組状況（複数回答） 

なお、前回調査において、「省資源・省エネルギー対策に取り組んでいる」と回答した会員 266

社のうち、「照明の消灯による節電」と回答した会員は 254社、「クールビズの導入」と回答した会

員は 252 社、「空調の温度管理の徹底による節電」と回答した会員は 238社であった。（いずれも複

数回答） 
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【参 考】その他の省資源・省エネルギー対策の取組状況 

（電気機器全般） 

・ コピー機、プリンター、クライアントＰＣ及びモニターなど各種事務機器の未使用時・一定時間

離席時の電源オフ、省エネモードの設定【14社】 

・ エレベーターの利用制限【２社】 

・ 自動販売機の撤去・夜間等節電 

・ 社内冷蔵庫の温度設定の見直し等 

・ トイレのハンドドライヤー、洗浄便座の温水・暖房の停止 

 

（照明器具関係） 

・ 蛍光灯等照明の間引き【６社】 

・ 省エネルギー型照明灯への交換、省エネタイプＬＥＤ照明への切替え等による省電力化【４社】 

 

（空調関係） 

・ 空調稼働時間の制限【３社】 

・ ブラインド・遮熱フィルム・日よけによる空調の効率化【２社】 

・ 空調の温度（例えば 28 度）管理の徹底【２社】 

・ 空調の一部停止【２社】 

・ 地域冷暖房プラントの利用 

・ 空調フィルターの交換 

・ 扇風機・サーキュレーターに利用による空調の効率化 

 

（紙利用等関係） 

・ スキャナーによる資料保存・送付等によるペーパレス化の推進【３社】 

・ 帳票類の電子化【３社】 

・ 液晶ペンタブレットを用いたペーパレス会議システムの導入等、又は会議室におけるプロジェク

ターの設置によるペーパレス会議の推進【２社】 

・ プリンター・ユーザー認証システム（個人別にプリント枚数を管理でき、かつ印刷指示実行後に

も不要な印刷指示を削除可能とする仕組み）の導入 

 

（その他） 

・ 「チャレンジ２５宣言」への参画【３社】 

・ 入居するビルのオーナーが実施する節電対策への協力 

・ 就業時間終了後早期の退社を促進・徹底 

・ 移動時の公共交通機関の利用促進 

・ 政府推奨の節電対策を実施 

・ グリーン購入の推進・排出権購入によるカーボンオフセット 
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（３）循環型経済社会の構築について 

① 環境負荷の軽減、資源の再利用の取組みについて 

調査対象会員 252 社のうち、環境への負荷を軽減して生産された紙の利用促進又は廃棄物に係

る分別回収の徹底など、環境負荷の軽減、資源の再利用に「取り組んでいる」会員は、241社（95.6％）

となり、大多数の会員が積極的に取り組んでいる。一方、「取り組んでいない」会員は、10社（4.0％）

となった。（表３－１・図３－１ 参照） 

 

［表３－１ 環境負荷の軽減、資源の再利用の取組みについて］ 

 

環境負荷の軽減、資源の再利用の取組みについて 会員数（社） 比 率 

取り組んでいる 241 95.6% 

取り組んでいない 10 4.0% 

検討中 1 0.4% 

合  計 252 100.0% 

 

 

 

② 環境負荷の軽減、資源の再利用の取組状況（複数回答） 

環境負荷の軽減、資源の再利用に取り組んでいる会員 241社の取組状況を見ると、「両面コピー

等による紙使用量の削減等」が 218 社と最も多く、「ごみの分別及びリサイクルの推進」（194社）、

「物品等の長期使用」（180 社）が続いている。それ以外は、「帳票類の電子化」（165 社）、「再生

紙利用による紙使用量の削減」（125 社）、「リサイクル商品の積極的な利用」（114社）、「使い捨て

製品の購入抑制」（90社）等となっている。（表３－２・図３－２ 参照） 
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図３－１ 環境負荷の軽減、資源の再利用の取組状況  

なお、前回調査において、調査対象会員 270 社のうち、環境負荷の軽減、資源の再利用に「取り

組んでいる」会員は 261社（96.7％）、「取り組んでいない」会員は９社（3.3％）であった。 
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［表３－２ 環境負荷の軽減、資源の再利用の取組状況（複数回答）］ 

 

環境負荷の軽減、資源の再利用の取組状況 会員数 比率 

両面コピー等による紙使用量の削減等 218 90.5% 

ごみの分別及びリサイクルの推進 194 80.5% 

物品等の長期使用 180 74.7% 

帳票類の電子化 165 68.5% 

再生紙利用による紙使用量の削減 125 51.9% 

リサイクル商品の積極的な利用 114 47.3% 

使い捨て製品の購入抑制 90 37.3% 

国際規格（ISO141）等の認証取得 11 4.6% 

社屋等の緑化 11 4.6% 

その他 13 5.4% 

環境負荷の軽減、資源の再利用の取組みを行っている会員 241 - 

（注） 比率は、対象回答会員数（241 社）を母数とする割合であり、複数回答を選択可能であ

るため、100％を超える。 
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図３－２ 環境負荷の軽減、資源の再利用の取組状況（複数回答） 

なお、前回調査において、「環境負荷の軽減、資源の再利用に取り組んでいる」と回答した会員

261社のうち、「両面コピー等による紙使用量の削減等」と回答した会員は 240 社、「ごみの分別

及びリサイクルの推進」と回答した会員は 212社、「物品等の長期使用」と回答した会員は 196 社、

「帳票類の電子化」と回答した会員は 182社、「再生紙利用による紙使用量の削減」と回答した会

員は 136 社、「リサイクル商品の積極的な利用」と回答した会員は 122社、「使い捨て製品の購入抑

制」と回答した会員は 96社であった。（いずれも複数回答） 
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【参 考】その他の環境負荷の軽減、資源の再利用の取組状況について 

・ 裏紙の利用【２社】 

・ テナントの取組みに準拠したリサイクルの推進 

・ コピー機認証システムの導入による印刷ミス、紙・トナーの使用量の削減 

・ 機密文書のリサイクル処理 

・ 冊子、パンフレット制作等における、植物性大豆油インクなど環境配慮型製品の使用 

・ プロジェクターの使用による会議資料のペーパレス化 

・ 自動水栓 

・ トイレにおける雑用水の使用 

・ グリーン購入 

・ 本社移転時の廃棄物リサイクル推進 

・ マグカップを社員に配布することによる紙コップ使用抑制 

・ 食堂廃油のリサイクル 

・ 植林につながるコピー用紙の購入 

・ うちわの利用 

 

（４）社内教育及び啓発活動について 

① 社内における啓発活動（社内教育）について 

ⅰ．環境問題に関する啓発活動（社内教育）の取組みについて 

調査対象会員 252 社のうち、役員及び社員の認識の向上を図るため、環境問題に関する啓発活

動に「取り組んでいる」会員は、129 社（51.2％）となり、半数以上の会員が積極的に取り組んで

いる。一方、「取り組んでいない」会員は、90社（35.7％）となった。（表４－１・図４－１参照） 

 

［表４－１ 環境問題に関する啓発活動（社内教育）の取組みについて］ 

環境問題に関する啓発活動（社内教育）の取組みについて 会員数（社） 比 率 

取り組んでいる 129 51.2% 

取り組んでいない 90 35.7% 

検討中 33 13.1% 

合  計 252 100.0% 
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ⅱ．環境問題に関する啓発活動の取組みについて（複数回答） 

環境問題に関する啓発活動に取り組んでいる会員 129社の取組状況を見ると、「社内運動の実施」

が 71 社と最も多く、「社内イントラへの掲載」（67 社）が続いている。それ以外は、「社内報への

掲載」（26社）、「セミナーの実施」（12 社）等となっている。（表４－２・図４－２ 参照） 

 

［表４－２ 環境問題に関する啓発活動の取組状況（複数回答）］ 

環境問題に関する啓発活動の取組状況 会員数（社） 比 率 

社内運動の実施 71 55.0% 

社内イントラへの掲載 67 51.9% 

社内報への掲載 26 20.2% 

セミナーの実施 12 9.3% 

その他 31 24.0% 

環境問題に関する啓発活動に取り組んでいる会員 129 - 

（注） 比率は、対象回答会員数（129社）を母数とする割合であり、複数回答を選択可能であるた

め、100％を超える。 
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図４－１ 環境問題に関する啓発活動（社内教育）の取組み  

なお、前回調査において、調査対象会員 270 社のうち、環境問題に関する啓発活動（社内教育）

に「取り組んでいる」会員は 155社（57.4％）、「取り組んでいない」会員は 88社（32.6％）であっ

た。 
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【参 考】その他の環境問題に関する啓発活動の取組状況 

（体験学習等） 

・ 高尾山での環境保全を考える体験教室の主催（社員・家族対象、間伐体験や植物観察） 

・ 自然再生エネルギーのセミナー等への参加 

・ 鎌倉海岸清掃、高尾山清掃ハイキングの実施 

・ 県・自治体・商工会議所の実施するエコロジー研修や企画への参加 

・ 親会社でグループ会社参加型の環境ワークショップを開催している。また、グループ会社もアク

セスできる社内 WEBによる参加の呼びかけ 

 

（社内研修・社内周知等） 

・ 社内通達、社内掲示、社内回覧、社内メール等の発信、社内での注意喚起の実施【18 社】 

・ 部店長会議、全体会議、朝礼、マネージャーズミーティング（各部長を対象とした全体会議）な

ど定期的な会議等における示達、周知徹底【12社】 

・ （サテライト放送や e-Learning を通じた）社内研修の実施【２社】 

・ ISO14001基礎研修の実施 

・ 入社時に行うトレーニングの際、社内ルールとして説明 

 

（その他） 

・ 両面コピー利用の奨励 
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図４－２ 環境問題に関する啓発活動の取組状況（複数回答） 

なお、前回調査において、「環境問題に関する啓発活動（社内教育）に関する啓発活動に取り組ん

でいる」と回答した会員 155 社のうち、「社内運動の実施」と回答した会員は 85社、「社内イントラ

への掲載」と回答した会員は 69 社、「社内報への掲載」と回答した会員は 30社、「セミナーの実施」

と回答した会員は 15社であった。（いずれも複数回答） 
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② 社外に対する啓発活動について 

ⅰ．環境問題を広く認識してもらうための取組みについて 

調査対象会員 252 社のうち、投資家をはじめ社会全体に向けて、環境問題を広く認識してもら

うための取組みを「実施している」会員は、21 社（8.3％）となり、一方、「実施していない」会

員は、209社（82.9％）となった。（表４－３・図４－３ 参照） 

 

［表４－３ 環境問題を広く認識してもらうための取組みについて］ 

 

環境問題を広く認識してもらうための取組みについて 会員数（社） 比 率 

実施している 21 8.3% 

実施していない 209 82.9% 

検討中 22 8.7% 

合  計 252 100.0% 

 

 

 
ⅱ．環境問題を広く認識してもらうための取組みの実施状況（複数回答） 

環境問題を広く認識してもらうための取組みを実施している会員 21社の取組状況を見ると、「ホ

ームページに掲載」が 18社と最も多く、「講演会の実施」（６社）が続いている。それ以外は、「環

境問題に関する冊子を作成」（５社）及び「環境問題関連のイベントでの出展」（４社）等となっ

ている。（表４－４・図４－４ 参照） 
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図４－３ 環境問題に関する啓発活動（社外）の取組み  

なお、前回調査において、調査対象会員 270社のうち、環境問題を広く認識してもらうための取

組みを「実施している」会員は 23社（8.5％）、「実施していない」会員は 228社（84.4％）であっ

た。 
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［表４－４ 環境問題を広く認識してもらうための取組みの実施状況（複数回答）］ 

 

環境問題を広く認識してもらうための取組みの実施状況 会員数（社） 比 率 

ホームページに掲載 18 85.7% 

講演会の実施 6 28.6% 

環境問題に関する冊子を作成 5 23.8% 

環境問題関連のイベントでの出展 4 19.0% 

その他 6 28.6% 

環境問題を広く認識してもらうための取組みを 

実施している会員 
21 - 

（注） 比率は、対象回答会員数（21 社）を母数とする割合であり、複数回答を選択可能であるた

め、100％を超える。 

 

 

 

 

 

【参 考】その他の環境問題を広く認識してもらうための取組みの実施状況 

・ ＥＳＧ投資セミナーの実施 

・ 取引先に環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）教育を実施 

・ 環境保護コマーシャルの放送 

・ 店頭掲示 

・ CSR レポートにて、環境活動や社会貢献活動等の実施内容を公表 
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図４－２ 環境問題に関する啓発活動の取組状況（複数回答） 

なお、前回調査において、「環境問題を広く認識してもらうための取組みを実施している」と回答

した会員 23 社のうち、「ホームページに掲載」と回答した会員が 18 社、「講演会の実施」と回答し

た会員が６社「環境問題に関する冊子を作成」と回答した会員が５社、「環境問題関連のイベントで

の出展」と回答した会社が４社であった。（いずれも複数回答） 
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（５）環境問題に対する取組状況の情報発信について 

① 環境問題に対する自社の取組状況の公表について 

調査対象会員 252 社のうち、環境問題に対する自社の取組状況を「公表している」会員は、55

社（21.8％）となり、一方、「公表していない」会員は、189 社（75.0％）となった。（表５－１・

図５－１ 参照） 

 

［表５－１ 環境問題に対する自社の取組状況の公表について］ 

環境問題に対する自社の取組状況の公表について 会員数（社） 比 率 

公表している 55 21.8% 

公表していない 189 75.0% 

検討中 8 3.2% 

合  計 252 100.0% 

 

 

 

 

 

② 環境問題に対する自社の取組状況の公表方法（複数回答） 

環境問題に対する自社の取組状況を公表している会員 55 社の公表方法を見ると、「ホームペー

ジで公表」が 33 社と最も多く、「営業店舗に掲示」（21 社）が続いている。それ以外は、「ＣＳＲ

レポートの発刊」（13社）及び「アニュアルレポートで公表」（10社）、「ディスクロージャー誌で

公表」（９社）、「事業報告書で公表」（７社）等となっている。（表５－２・図５－２ 参照） 
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図５－１ 環境問題に対する自社の取組状況の公表について 

なお、前回調査において、調査対象会員 270 社のうち、環境問題に対する自社の取組状況を「公

表している」会員は 62社（23.0％）、「公表していない」会員は 199 社（73.7％）であった。 
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［表５－２ 環境問題に対する自社の取組状況の公表方法（複数回答）］ 

環境問題に対する自社の取組状況の公表方法 会員数（社） 比 率 

ホームページで公表 33 60.0% 

営業店舗に掲示 21 38.2% 

ＣＳＲレポートの発刊 13 23.6% 

アニュアルレポートで公表 10 18.2% 

ディスクロージャー誌で公表 9 16.4% 

事業報告書で公表 7 12.7% 

その他 10 18.2% 

環境問題に対する自社の取組状況を公表している会員 55 - 

（注） 比率は、対象回答会員数（55 社）を母数とする割合であり、複数回答を選択可能であるた

め、100％を超える。 

 

 

 

 

 

【参 考】その他の環境問題に対する自社の取組状況の公表方法 

・ グループとしての取組状況、ＣＳＲ関連ファンドの推進などについて、グループ会社のＨＰ及び

ＣＳＲレポートなどにより公表【３社】 

・ 会社案内で公表 

・ 受付窓口で公表 

・ 対面説明時に口頭で説明 

・ オフィスの節電対策が省エネ大賞を受賞 
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 その他 

図５－２ 環境問題に対する自社の取組状況の公表方法（複数回答） 

なお、前回調査において、「環境問題に対する自社の取組状況を公表している」と回答した会員

62 社のうち、「ホームページで公表」と回答した会員は 37 社、「営業店舗に掲示」と回答した会員

は 25 社、「ＣＳＲレポートの発刊」と回答した会員及び「アニュアルレポートで公表」と回答し

た会員は 12 社、「ディスクロージャー誌で公表」と回答した会員は７社、「事業報告書で公表」と

回答した会員は６社であった。（いずれも複数回答） 
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（６）環境保護活動について 

① 環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等について 

調査対象会員 252 社のうち、地域社会及び他団体等が実施する環境保護に向けた社会貢献活動

への参加・支援等を「実施している」会員は、118 社（46.8％）となり、一方、「実施していない」

会員は、121 社（48.0％）となった。（表６－１・図６－１ 参照） 

 

［表６－１ 環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等について］ 

環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等について 会員数（社） 比 率 

実施している 118 46.8% 

実施していない 121 48.0% 

検討中 13 5.2% 

合  計 252 100% 

 

 

 

 
 

② 環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等の実施内容（複数回答） 

環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等を実施している会員 118 社の実施内容を見る

と、「『エコキャップ運動』（※）の実施」が 73社と最も多く、「清掃活動の実施」（48 社）が続い

ている。それ以外は、「環境関係のボランティア参加」（31 社）、「アルミ缶の回収・寄付」（23社）、

「行政主催の環境美化運動への協力参加」（21 社）、「その他リサイクル資源の寄付」（21 社）、     

「衣類の寄付」（20社）、「環境保護団体（ＮＰＯ法人）等への活動支援」（20 社）、「植林事業の実

施」（13社）等を実施している。（表６－２・図６－２ 参照） 

（※）エコキャップ運動…収集したペットボトルのキャップをリサイクル業者に売却し、その収益でワクチンを

寄付する活動 
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46.8% 
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121 

48.0% 

検討中 

13 
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図６－１ 環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等について 

なお、前回調査において、調査対象会員 270 社のうち、環境保護に向けた社会貢献活動への参

加・支援等を「実施している」会員は 128社（47.4％）、「実施していない」会員は 125社（46.3％）

であった。 
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［表６－２ 環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等の実施内容（複数回答）］ 

環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等の実施内容 会員数（社） 比 率 

「エコキャップ運動」の実施 73 61.9% 

清掃活動の実施 48 40.7% 

環境関係のボランティア参加 31 26.3% 

アルミ缶の回収・寄付 23 19.5% 

行政主催の環境美化運動への協力・参加 21 17.8% 

その他リサイクル資源の寄付 21 17.8% 

衣類の寄付 20 16.9% 

環境保護団体（ＮＰＯ法人）等への活動支援 20 16.9% 

植林事業の実施 13 11.0% 

携帯電話の回収・寄付 5 4.2% 

その他 12 10.2% 

環境保護に向けた社会貢献活動への 

参加・支援等を実施している会員 
118 － 

（注） 比率は、対象回答会員数（128社）を母数とする割合であり、複数回答を選択可能であるた

め、100％を超える。 
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図６－２ 環境保護に向けた社会貢献活動への 

      参加・支援等の実施内容（複数回答） 

なお、前回調査において、「環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等を実施している」

と回答した会員 128 社のうち、「『エコキャップ運動』の実施」と回答した会員は 80 社、「清掃活

動の実施」と回答した会員は 47 社、「環境関係のボランティア参加」と回答した会員は 30 社、   

「行政主催の環境美化運動への協力参加」と回答した会員は 25社、「衣類の寄付」と回答した会員

は 22 社、「環境保護団体（ＮＰＯ法人）等への活動支援」と回答した会員は 20社であった。（いず

れも複数回答） 

１８ 



【参 考】その他の環境保護に向けた社会貢献活動への参加・支援等の実施内容 

・ 古紙・新聞・雑誌の回収・リサイクル【３社】 

・ 地元新聞社主催の「きょうエコプロジェクト」への協賛 

・ 地域コミュニティ及び子ども達と協働で耕作放棄地の復田による無農薬米栽培により、湧水の

浄化、生物多様性保護及び地域経済活性化のプロジェクトを社員ボランティア主導で実施 

・ 公益信託日本経団連自然保護基金への寄付 

・ 緑化推進委員会への寄付 

・ 使用済切手の有効活用（ボランティア団体等への寄贈） 

・ 社員によるボランティア活動の参加及び支援 

・ ビル管理会社が行う電力使用削減活動に準じた対処 

・ 町内会の環境美化運動への協力・参加 

・ 企業グループとして、グループ会社と一体的に実施、参加・支援協力等（清掃活動、森林保全

活動等の地域ボランティア活動を行う「グローバル・コミュニティ・デー」の毎年の実施など） 

・ ブックマジック（古本の買取額が教育支援事業「スクールサポートプログラム」に寄付される）

の展開 

・ 東日本大震災の被災地復興支援活動 

 

 

（７）その他の環境問題への取組みについて 

 上記取組み以外の環境問題への取組みについては下記のとおりであった。 

 

・ 個人用マグカップの利用による紙コップの使用抑制 

・ 扇風機の利用促進 

・ 社有車の排出量に対し、相応の排出権を購入し、カーボンオフセットを実施 

・ 水道の蛇口調整による節水等 

・ 階段の利用促進 

・ ＬＥＥＤオフィススタンダード導入やＬＥＥＤ ＣＩ ＧＯＬＤ認可取得 

・ 「国連環境計画・金融イニシアティブ」（UNEP FI）への加盟、 
・ 「責任投資原則」（PRI）」、「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト」（CDP）への

署名 
・ 「国連グローバル・コンパクト」への加盟 
・ 「21 世紀金融行動原則」への署名 
・ 社員の子供向けに環境イベントを実施 
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（８）電力使用量等の削減に向けた、その他の会員の取組事例について【任意回答】 

 上記取組みのほか、2012年度の電力使用量等について、前年度比（2011年度）で減少している会

員に対し、その減少要因や、2012 年度又はそれ以前において、電力使用量等の削減のために実施し

た対応策の内容等についてアンケート調査を行ったところ、大要下記のとおり回答（任意回答）が

あった（上記（１）から（７）までと重複している内容あり）。 

 

（空調・温度管理関係）  

・ クールビズの実施 113 社 

・ 空調機器の温度管理の徹底・最適化 103 社 

・ 空調機器の稼働時間の短縮・抑制 30 社 

・ ウォームビズの実施 23 社 

・ 省エネ型空調機器への入替え 7 社 

（照明機器関係）  

・ 事務室等における照明の間引き・削減又は照度の変更 92 社 

・ 未使用時・帰宅時の事務室等の照明の消灯・節電等による点灯時間の短縮 44 社 

・ 空調設備の定期的なフィルター掃除、空調室外機熱交換器の交換・洗浄 10 社 

・ 電球・ハロゲンライトの蛍光灯への交換、ＬＥＤ照明等の低電力電球等の使用 17 社 

（ＰＣ等電気機器関係）  

・ 帰宅時・一定時間離席時・未使用時のＰＣ、プリンター、コピー機、配電盤の電

源オフ等による待機電源等の削減 
33 社 

・ 省エネ型事務機器（ＰＣ、複合機、液晶端末、ＵＰＳ等）への入替え 13 社 

・ エレベーター・冷蔵庫・自販機等の社内施設の停止 4 社 

（事務室・拠点の統廃合・従業員管理等）  

・ 勤務時間管理（残業管理等）、出社時間・退出時間管理の徹底 11 社 

・ （省エネビルへの）本社移転、又は本社移転・分室の統廃合等による事務室ス

ペーの集約・削減 
9 社 

（その他の取組み）  

・ 遮熱フィルムによる空調の効率化 １社 

・ 太陽光発電の導入 １社 

 

 

以  上 

 

【参考】今後の証券業界における環境問題への対策について 

 本協会では、2013年３月に、「2013年度以降の証券業界の環境問題に関する行動計画」を策定

し、「2020年度における、会員証券会社の事業者全体の床面積 1㎡あたりの電力使用量（電力使

用量の原単位）を 2009年度比で 10％以上削減する」ことを新たな数値目標として掲げ、電力使

用量削減に向けた新たな取組みを実施している。 

 2012年度における、会員証券会社の事業者全体の床面積 1㎡あたりの電力使用量（電力使用量

の原単位）は、271.3kWhとなり、2009年度比で 19.1％の減少 

２０ 



別　添

証券業界における電力使用量等の推移等について

Ⅰ．証券業界における「本社・本店」（本社機能を有する施設を含む。）の電力使用量等について

１．2006年度を基準年度とする会員証券会社等（基準年度比）
※　2006年度の本社・本店（本社機能を有する施設を含む。）における使用量を基準に2008年度から2012年度までに６％の削減を目指す。

増減値 増減比率 増減値 増減比率 増減値 増減比率

会員数（社） 239 -27 -10.2% 257 -9 -3.4% 268 2 0.8% 278 297 291 266

電力使用量（ｋＷｈ） 120,087,083 -53,511,372 -30.8% 133,083,082 -40,515,373 -23.3% 154,373,291 -19,225,163 -11.1% 161,226,760 189,440,833 195,012,648 173,598,455

総床面積（㎡） 473,354 -50,769 -9.7% 519,295 -4,828 -0.9% 501,160 -22,964 -4.4% 528,291 610,004 608,896 524,123
１㎡当たりの電力使用量（ｋＷｈ） 253.7 -77.5 -23.4% 256.3 -74.9 -22.6% 308.0 -23.2 -7.0% 305.2 310.6 320.3 331.2

２．2002年度を基準年度とする会員証券会社等（基準年度比）
※　2002年度の本社・本店（本社機能を有する施設を含む。）における使用量を基準に2003年度から2012年度までに12％の削減を目指す。

増減値 増減比率 増減値 増減比率 増減値 増減比率

会員数（社） 13 -3 -18.8% 13 -3 -18.8% 15 -1 -6.3% 15 15 16 16 16

電力使用量（ｋＷｈ） 75,349,479 -8,694,256 -10.3% 77,909,525 -6,134,210 -7.3% 97,222,847 13,179,112 15.7% 98,038,882 101,033,742 100,738,470 87,951,778 84,043,735

総床面積（㎡） 247,080 22,492 10.0% 251,511 26,923 12.0% 260,611 36,023 16.0% 245,028 279,267 275,499 251,149 224,588
１㎡当たりの電力使用量（ｋＷｈ） 305.0 -69.3 -18.5% 309.8 -64.4 -17.2% 373.1 -1.2 -0.3% 400.1 361.8 365.7 350.2 374.2

【参考】全会員の対前年度比

増減値 増減比率 増減値 増減比率 増減値 増減比率

会員数（社） 252 -18 -6.7% 270 -13 -4.6% 283 -10 -3.4% 293 312 307 282

電力使用量（ｋＷｈ） 195,436,562 -15,556,044 -7.4% 210,992,606 -40,603,532 -16.1% 251,596,138 -7,669,504 -3.0% 259,265,642 290,474,575 295,751,118 261,550,233

総床面積（㎡） 720,434 -50,372 -6.5% 770,806 9,035 1.2% 761,771 -11,548 -1.5% 773,318 889,271 884,395 775,272
１㎡当たりの電力使用量（ｋＷｈ） 271.3 -2.5 -0.9% 273.7 -56.5 -17.1% 330.3 -5.0 -1.5% 335.3 326.6 334.4 337.4

Ⅱ．証券業界における「事業者全体」のエネルギー使用量及び電力使用量等について

増減値 増減比率 増減値 増減比率 増減値 増減比率

会員数（社） 252 -18 -6.7% 270 -13 -4.6% 283 -10 -3.4% 293

エネルギー使用量（ｋｌ） 99,512 -9,237 -8.5% 108,749 -22,357 -17.1% 131,105 -2,646 -2.0% 133,751

電力使用量（ｋＷｈ） 358,837,731 -22,843,213 -6.0% 381,680,943 -74,959,290 -16.4% 456,640,233 -10,608,905 -2.3% 467,249,138

総床面積（㎡） 1,792,338 -89,423 -4.8% 1,881,761 -6,448 -0.3% 1,888,209 -17,454 -0.9% 1,905,663
１㎡当たりの電力使用量（ｋＷｈ） 200.2 -2.6 -1.3% 202.8 -39.0 -16.1% 241.8 -3.4 -1.4% 245.2

（注）電力使用量及び総床面積については小数点以下、１㎡当たりの電力使用量については小数点第２位を四捨五入しているため、数値が一致しない場合がある。
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