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企業理念

技術を品質、人を信頼でつなぎ、
新しい価値の創造と持続的成長の道を拓く

【品質方針】
品質第一とし、顧客満足の最大化を目指す。

【品質目標】
顧客クレーム“０”

【行動指針】
1．私たちは、ものづくり企業として、供給する全ての

製品の品質を保証します。
2．私たちは、品質第一主義に則り、提供する製品、

サービスの品質はもとよりあらゆる仕事の質を
高める努力を続けます。

3．私たちは、顧客期待の満足の最大化を図るため、
新しい価値の創造にチャレンジし続けます。

【経営者のコミットメント】
1．社員に｢顧客からの要望の実現｣、

｢法規制の遵守｣の重要性を伝える。
2．要求事項を実現する為、社内ルール、法規制を

守りＱＭＳの有効性を継続的に改善する。
3．品質目標を設定し実績の対比をし適切な

見直しを行う。
4．マネジメントレビューを実施する。
5．必要な人的資源、設備機器を確保し利用出来るようにする。

制定日 2014年 4月01日

株式会社CPM

代表取締役社長 忠地 俊明



環境経営方針

【基本理念】
私たちは、社会と環境に調和した生産活動を通して、自然環境との
永続的な共生を図り、豊かで安心できる環境の実現を目指します。

【行動指針】
私たちは、環境保全を経営の最重要課題のひとつとして取り組み、
生産、販売、事務、アフターサービスなど事業活動の全ての過程に
おいて以下の指針の下に行動します。

1. 環境法令の遵守
私たちは、国、地域の産業公害防止に関する規制をはじめとする環境法令、
環境維持のために締結された協定を、正しく理解し遵守します。

2. 資源の節約と有効利用
私たちは、二酸化炭素排出量削減、廃棄物排出量削減、総排水量削減に
努め、環境に配慮した取り組みによりエネルギーの節約を進め、地球温暖
化防止への責任を果します。

3. グリーン購入の推進及び情報提供
私たちは、環境に配慮した物品等の調達に係る方針、基準等を作成し、
それらに基づく購入を行います。また当社販売品に関し、外部から製品の
環境負荷に関するデータの提供依頼があった場合、情報提供に協力します。

4. 化学物質の適正管理と顧客要求の遵守
私たちは、地球環境に悪影響を及ぼす物質の使用削減や有害化学物質の
使用廃止を図り、また環境に関する顧客要求を遵守し、確実な推進と規格の
維持に努めます。

5. 教育と社会活動
私たちは、業務での環境負荷の軽減に活かすため、環境保全に関する知識
を習得し、また環境に関わる社会活動に積極的に参加します。

6. 環境マネジメントシステムの整備と継続的改善
私たちは、社内基準の遵守に努め、その活動内容と結果を「環境経営レポー
ト」として社外に公表し、環境経営の持続的改善を推進します。

改訂日 2019年 7月18日
制定日 2014年 4月01日

株式会社CPM

代表取締役社長 忠地 俊明



事業の概要
１ 事業者名 株式会社CPM

代表取締役社長 忠地 俊明
URL: http://www.cpm-inc.co.jp

2 所在地 本社 長野県松本市村井町南 2-10-44
TEL 0263(85)0567     FAX 0263(85)0568

波田事業所 長野県松本市波田1909番地38
TEL 0263(8７)3730     FAX 0263(87)3731

3 環境管理責任者 品質保証部 小松 一史
連絡先は上記2所在地 本社に同じ

4 事業規模 資本金
従業員数
延床面積
事業年度

2000万円
27名
1,775.8㎡
4月～3月

5 事業内容 精密機械部品の製造および組み立て販売
・車載電装部品の製造および販売
・医療機器向けの部品製造およびユニット組立
・ヘッダー部品
・ダイカスト部品
・精密切削部品
・ねじ類その他ＪＩＳ規格品

6 会社沿革 1992年 株式会社コールドパーツ 松本営業所設立
1994年 分社独立 株式会社シーピーエム設立
2002年 ISO-9001取得
2006年 エコアクション21取得
2006年 社名変更 株式会社 CPM
2016年 波田事業所開設

本社 波田事業所



管理体制
教育の機会を通して
法令遵守を徹底し
公正誠実な事業活動

環境活動

エネルギー資源を大
切に環境保全活動

経済活動

技術革新で経済成長
し企業価値を創造

社会活動

事業活動を通して社
会課題に応える

エコアクション21を通して
環境配慮経営 ＋企業価値向上 ＝持続可能な社会の形成を後押し
するものであり、SDGs（持続可能な開発目標）の推進と同期させる

エコアクション21とSDGsとの繋がりについて

SDGs

環境・経済・社会の
三側面における新し
い価値創造を通して
一人ひとりが行動を
変革する

エコアクション21を
継続することで 環
境と経済の好循環
を生み出す



2018年度実績 2019年度
活動実績 評価

ベース目標 目標 実績

電力 ※ 72.0 70.8 85.3 扇風機やサーキュレータ併用
クリーンルームの最適温調

未達
1％削減/年 14.5％増加

ガソリン
40.7 40.2 48.8 配送効率化及びエコドライブ

による燃料削減
未達

1％削減/年 8.6％増加

軽油
49.0 48.4 54.5

ルート便の路線延長開始 未達
1％削減/年 6.1％増加

灯油
12.2 12.1 22.7 新工場の暖房用ボイラー専用 クリーンルームの

最適温調
未達

1％削減/年 10.6％増加

累計
173.9 171.5 212.0 

― 未達
1％削減/年 39.8％増加

１．環境目標と実績

基準年度 中期目標
2017年度 2018年度 2019年度 FY20 FY21 FY22

実績 実績 目標 実績 評価（前年度比） 目標 目標 目標

CO2総排出量 [㎏-CO2] 104,654 102,033 101013以下 98,408 2.6%削減 100003 99003 98013

廃棄物排出量 [㎏] 732.6 587.8 581.9以下 589.2 1.3%増加 583.3 577.5 571.7

水使用量 [㎥] 128.0 125.0 123.8以下 120.5 2.7%削減 119.3 118.1 116.9

基準年度 中期目標
2017年度 2018年度 2019年度 FY20 FY21 FY22

実績 実績 目標 実績 評価（前年度比） 目標 目標 目標

CO2総排出量 [㎏-CO2] 173.9 173.5 171.5以下 212.0 23.6%増加 208.6 206.5 204.5

廃棄物排出量 [㎏] 1.22 1.00 0.99以下 1.26 27.3%増加 1.25 1.24 1.22

水使用量 [㎥] 0.21 0.21 0.21以下 0.26 23.8%増加 0.26 0.25 0.25

（２）中期目標に対する売上高（100万円当り）当たりの排出量比率

（１）中期目標に対する排出量実績

①二酸化炭素排出量削減 ［㎏-CO2/売上高100万円当たり］

※ ： 電気事業者別排係数 －平成30年度実績－ R1.7.22 環境省・経済産業省公表値引用

②廃棄物排出量削減 ［㎏/売上高100万円当たり］
2018年度実績 2019年度

活動実績 評価
ベース目標 目標 実績

焼却ごみ
1.22 0.9 1.26 段ボール以外の紙資源リサイク

ル化を6月から実施
未達

1％削減/年 0.36％増加

③水使用量削減 ［㎥/売上高100万円当たり］
2018年度実績 2019年度

活動実績 評価
ベース目標 目標 実績

上水
使用量

0.21 0.21 0.26 波田事業所の所属員増加に伴い、節水呼びか
けと注意喚起

未達
1％削減/年 結果 0.05％増加
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⑤拠点別排出量推移

ほぼ、一年を通じて安定的な使用量であるもの
の、節水の呼びかけを継続させるために、全て
の蛇口（水道栓）に「節水」掲示

エアコンの効率化
夏季 サーキュレーターを併用して風向きの調整
冬季 ヒーターで足元を暖める

波田事業所について
業容拡大により、目標未達であるが、全社では目標
達成できている。また、2018/5～電気事業者を変更
している。ハロゲンヒーター サーキュレーター
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写真は一部の社有車
・社内配送の効率化
・エコドライブ10のすすめによる運転励行

⑤拠点別月度推移

リサイクル
新聞紙

梱包材に使用

リサイクル
紙資源

社会福祉団体行き

古紙（裏紙）の活用呼びかけ
複合機に掲示

波田事業所も2020年6月～社会福祉団体に段ボー
ル含むリサイクル紙資源を提供開始したが、開始前
の2ヶ月間の排出量が多く、目標未達となった。

紙資源（リサイクル） 金属（有価物）
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２．主要な環境活動の内容
（１）二酸化炭素排出量の削減

①配送効率化及びエコドライブによる燃料削減
②エアコン設定26℃

（扇風機やサーキュレーターを併用して風向きを調整する）
③クリーンルームの最適温調管理

（２）廃棄物排出量の削減
①紙資源・ダンボールのリサイクル推進による排出量の削減
②書類のデータ化によるペーパーレスの推進

（３）水使用量の削減
①節水ステッカー掲示による節水呼びかけと注意喚起

（４）グリーン購入の推進
①事務用品を中心にエコ商品の購入に努める
②在庫整理後エコ商品を優先的に購入する

（５）自らが生産・販売・提供する製品及びサービス
①顧客情報の収集に努め、クレームを削減し高品質な製品を供給
②不良流出ゼロ、不具合発生ゼロ活動

（６）5S・３定活動の全社取り組み

①拠点別活動展開ならびにクロスパトロールの実施

（７）品質管理検定（QC検定）全員受検の推進
①社内勉強会開催による内部コミュニケーションの充足

（８）化学物質の適正管理
①新規購入品の使用禁止物質の不使用証明書、MSDS、

ミルシートの内容確認
②出荷製品の化学物質の登録の運用管理
③各種法規の改定情報収集と生産物への影響および使用状況調査

（９）地域美化活動による社会貢献
①波田事業所周辺の美化活動を通した地域コミュニケーション

の充実



３．環境活動取り組み結果と評価

‘19年年度の取組み結果 評価 ‘20年度取組みへの反映

（1）二酸化炭素排出量削減
・目標値に対し2.6%削減 ○

配送効率化、エコドライブ
クリーンルーム空調の最適化

（2）廃棄物排出量削減
・目標に対し1.3増加
・福祉施設リサイクル事業への協力支援

△
紙資源リサイクルの継続
梱包材のリユース等の検討

（3）水資源投入量削減
・目標に対し2.7%削減

○ 継続的な呼びかけ

（4）グリーン購入の推進
・事務用品はグリーンマーク、エコマーク

品を購入
○

グリーン購入法適合商品100%購
入を継続

（5）自らが生産・販売・提供する製品及び
サービス

・不良流出率≒68.7ppb※（14/20372万個）
※ ppbとは十億分の１を単位とする比率

○

出荷品質の向上
・クレーム件数半減（６件）
・ゼロディフェクトと効率を

兼ね備えた検査体制の
構築

（６）5S・３定活動
・拠点ごとの活動継続中
・動線の工夫、倉庫レイアウト変更など

○
波田事業所の活動をモデル展
開する。

（７）品質管理検定（QC検定）全員受検の
推進

・受検合格率 74％達成
・内部コミュニケーションの充足

○

新型コロナ感染拡大によるBCP
対応として、波田事業所の医療
組立を本社メンバー中心にト
レーニングして作業習得する
（リスク回避）

（８）化学物質の適正管理
・ＧＡＤＳＬの遵守
・ＭＳＤＳplus情報提供継続中
・IMDS、chemSHERPAデータシート提供

○

新規購入品の初回納入時に使
用禁止物質の不使用証明書、
SDS、ミルシートの内容確認の継
続運用およびchemSHERPAの習
得

（９）地域貢献
①波田事業所前の三神社一斉清掃
②福祉施設リサイクル事業への協力支援

○
継続実施することで、会社の価
値を高める



1Q 清掃風景 2Q 清掃風景

品質管理検定（QC検定）合格証

3Q 清掃風景 4Q 清掃風景

5S・3定活動板

社会貢献（地域美化活動）

社会貢献（寄付）

波田事業所前の三神社祭典に寄
付を行い、企業価値を高める活動
を展開した

年間実施計画 1Q 2Q 3Q 4Q 総合活動結果
6/11(火） 8/9（金） 10/11(金） 3/23（月） 予定日：4日

実施結果 6/11(火) 8/20(火） 11/5(火) 3/23（月） 実施日：4日
参加者 16名 15名 16名 16名 参加者最大：16名
内容報告（ゴミ量） 20l ： 2袋 20l ： 1.5袋 20l ： 1.5袋 20l ： 1.5袋 年間：6.5袋

総重量：2.5kg 総重量：2.0kg 総重量：2.0kg 総重量：2.0kg 年間：8.5Kg

主内容物
葉っぱ、松の葉、吸
い殻

葉っぱ、吸い殻 葉っぱ、松の葉、草
葉っぱ、松の葉、枝、
草

葉っぱ、落ち葉、枝、
草、吸い殻

活動テーマ：上高地線と市道の清掃を通じて地域、社会環境へ貢献する

遵法教育

営業メンバー全員が下請法改訂
に関するセミナーに参加

事業活動に必要な各種法律や、コンプライアンス
に対する考え方について、外部セミナー受講等に
より、その重要性を浸透させている。

また、QC検定受検による社内勉強会や5S・3定活
動により、コミュニケーションが醸成され、組織強化
が図られている。

環境コミュニケーション大賞に連続応募することで、
環境情報開示の質の向上を図っていく



項目 目標・活動内容
SDGs関連

次年度目標
（2020年度） 活動内容

環境負荷
削減

エネルギー
使用量
（CO2排出量）

（１）実績値1%削減
（２）売上げ比率1%低減
いずれも前年比

配送効率化及びエコドライブ
による化石燃料削減
エアコン設定26℃による電力
量ならびに灯油の削減
クリーンルーム空調の最適化
検討

可燃ごみ削減
（１）実績値1%削減
（２）売上げ比率1%低減
いずれも前年比

焼却ごみ削減およびリサイク
ル化推進
（NPO法人との連携強化）
梱包材のリユースまたはリサ
イクルの検討・調査

水使用量削減
（１）実績値1%削減
（２）売上げ比率1%低減
いずれも前年比

節水ステッカー掲示による節
水呼びかけと注意喚起

グリーン購入の
推進

（１）グリーン購入法
適合商品100%購入

事務用品を中心にエコ商品の
購入に努める

不良コスト
生産ロス
削減

自らが生産・
販売・提供する
製品及びサービ
ス

（１）不具合流出ゼロ
（２）ゼロディフェクト

と効率の両輪

傾向管理、FMEA等の活用によ
る不具合未然防止活動への注
力

ゼロディフェクトと効率を兼
ね備えた検査体制の構築

5S・3定活動 （１）浸透と自走化が
実現していること

拠点別活動展開ならびにクロ
スパトロールの実施

拠点別活動内容の共有化

環境法規則
遵守

化学物質の適正
管理 （１）必要都度100%実施

新規購入品の初回納入時、使
用禁止物質の不使用証明書、
MSDS、ミルシー
トの内容確認
出荷製品の化学物質の登録の
運用管理

地域貢献
会社周辺の清掃
活動による地域
貢献

（１）波田事業所周辺
清掃

・三神社歩道草刈り
・ごみ拾い

三神社周辺の草取り、ゴミ拾
い、歩道清掃
9月は本社メンバーも合流して
一斉清掃の実施

４．次年度（2020年度）環境経営活動計画書

SDGs

エコアクション21を通して
環境配慮経営＋企業価値向上＝持続可能な社会の
形成を後押しするものであり、すなわち、SDGs
（持続可能な開発目標）の推進と同期させる。

赤枠は当社
の主要目標



５．環境関連法規の遵守状況確認並びに違反、
訴訟等の有無

【 法律条例名 】 【 活動事項 】 【 遵守評価 】

容器包装リサイクル
法

・通い箱の使用

分別ルール
遵守

・ダンボールの分別

・包装紙の分別

・リサイクル品の使用

騒音規制法 ・コンプレッサー、ボイラー変更なし 65ｄB未満

自動車リサイクル法
・廃車の引取業者への引き渡し

該当なし
・リサイクル費用の納付

フロン排出抑制法

・器機の異常振動、異常運転音の検査

遵法

・器機及び周辺の油じみの有無の検査

・器機の傷、腐食、錆の有無の検査

・熱交換器への霜の付着有無の検査

・フロンの漏洩または故障等の有無の点検

・修理によるフロン充填または機器の増設
廃棄

該当なし

水質汚濁防止法 ・該当なし 該当なし

廃棄物処理法 ・該当なし 該当なし

松本広域連合火災
予防条例

・防火責任者変更なし 遵法

省エネ法 ・該当なし 該当なし

家電リサイクル法 ・該当なし 該当なし

RoHS・ＲＥＡＣＨ
規制

・SVHC追加４物質の調査 報告完了

・改定情報の収集
管理物質リス
ト更新

外部訴訟及び、環境関連法に関する違反はない。
なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去13年間無い。



６．代表者による全体評価と見直し・指示

（１） SDGｓに関して
当社は19年11月にSGDｓ認定を取得した。主要ターゲットは以下４目標

選定した。
７ エネルギ ９ 技術革新 11 まちづくり 1２ つくる責任

課題設定と外形的評価に難しさもあるが、“企業は社会の公器”であること
を希求する当社にとって、内外に基本的な企業姿勢を開示することが出来
る機会となる。
「豊かな経済生活を営み」、「優れた文化を展開」し、「人間的に魅力ある社
会を安定的に維持」することを可能にする為の思想の実現ツールとして当
社はSDGｓを位置づけ、事業活動の指針とする。

（２）新型コロナウイルス感染症について
SGDｓ認定取得に取り組んだ19年度後半までの時期には、地球環境問題

と当社事業の関連性に専ら焦点が当たっていた。その後、コロナ禍の直撃
を受ける今現在、この新型コロナウイルス感染症は地球環境問題のデリバ
ティブそのものであることに、気づきを得るに至る。

地球誕生から48億年、人類は20世紀からわずか100年で人口を３倍に増
やし、数十万年の時を経て築かれた自然を短期間で破壊するに至った。生
物連鎖は瞬間に崩壊し、住み分けされていた動植物、微生物は行き場を
失い、滅亡するか外に追いやられた。今日のコロナ禍はその一端、デリバ
ティブであると捉えることが出来る。

（３）SDGs経営に思うこと
企業と構成メンバには、SGDｓの観点からも疫病と気候変動、環境変動の

関連、未知のウィルスに対する知識とリスク認識が求められる。さらに、ウィ
ズコロナそしてアフターコロナの時代を見据えた経営体制の見直しと事業
の再構築が出来るかどうかが当社の持続可能性を決定する。

今現在の「接触機会の回避」時期から、いずれは到達する「業務効率の
最大化」時期への事業体制の進化の中で、DXの後押しをもって営業体制
もまた新常態化の姿を模索しなくてはならない。

前述の公器性とは、平たく言えば、他者を思いやること、助け合うことと換
言できる。
ともすれば「利他性」「利己性」の中で揺らぎかねない私たちの事業活動と
企業理念、あるいはメンバ個人の思想、さらにはその哲学は、次の世代に
他の生物や自然を思いやるまでに昇華出来るかどうか試される場面を迎え
ていると考える。


