
北海道産ゴーダチーズの風味が特徴

温めても冷凍してもおいしいです

私の

おススメ

商品

「国産小麦のチーズスフレ」はふわふわで柔らかな生地と、
北海道産ゴーダチーズの風味が特徴です。半分にカットさ
れているので友人と分けたり、半分ずつ食べ方を変えたりで
きるところも好きです。トースターで軽く焼き色がつくくらい
温めるとお店で食べるスフレのようになり、冷凍するとしっと
り濃厚なチーズケーキのような味わいが楽しめます。

国産小麦のチーズスフレ

生産・オフィスに係るエネルギー使用原単位（原油換算kℓ/

標準卸金額）は、犬山工場で実施した大型冷凍機の更新な
どで前年実績より1.5％削減となり、省エネ指標である5年度
間平均原単位変化※も97.8％となりました。
輸送に係るエネルギー使用原単位（原油換算kℓ/売上高）は、一
部工場のライン改修工事に伴う生産休止により、工場相互の
商品輸送が増加したため、前年実績より0.3%増加となりました。
また、Pascoの省エネの取り組みが認められ、経済産業省制定
の省エネ法に基づく「事業者クラス分け評価制度」において、
昨年に引き続き優良事業者Sランクに評価されました。この制
度は2016年度定期報告書5年度間平均原単位変化におい
て評価されるもので、グループ企業の四国シキシマパン、第一
食品もSクラスに認定されています。

大阪昭和工場は、出荷場の空調設備を電気式とガス式を併
用するハイブリッド式に更新しました。空調負荷の低い時期は
電気式をメインに、負荷の高い時期はガス式をベースにし、夏
季にピークを迎える電気需要の平準化を進めています。刈谷
工場と大阪豊中工場もハイブリッド式で省エネ効果を得てお
り、引き続きエネルギーの使用量削減の取り組みを継続します。

2015年4月に施行されたフロン排出抑制法では、フロン類の
漏えい抑制を図る目的で1,000t -CO2（二酸化炭素換算）以
上フロン類を漏えいした事業者は、国へ報告することが義務
化されていますが、Pascoでは2015年度で7,475ｔ- CO2の漏
えい量がありました。
その後設備の各種点検で不具合の早期発見・対応を図ると
ともに、老朽化したR-22（フロンガスの一種）仕様の冷凍機・
空調機の更新などにより、2016年度には5,264ｔ-CO2まで
削減しました。
今後はCO2換算係数の低い冷媒や自然冷媒の導入も検討
しており、フロン類の漏えい量が1,000t-CO2未満になるよう、
削減の取り組みを続けていきます。

廃棄物全体のリサイクル率は92.9%で目標は達成しましたが、
総廃棄物量が前年比107.9％と増加しており、今後は廃棄物自
体の減量および食品廃棄物に次いで高いウエイトを占める廃
プラスチックを中心とした廃棄物のリサイクル化を推進します。
食品廃棄物においては昨今の食品廃棄物処理偽装問題を機
に食品廃棄物の処理方法を見直し、食パンの耳をパン粉へと
有効利用していたものを廃棄処分へと変更したことなどにより、
発生量と発生原単位が前年実績より増加しました。
食品廃棄物のリサイクル率は、飼料化により99.6％の高水準
を維持していますが、今後は肥料化も視野に入れ、リサイクル
率100％をめざします。
CO2排出量は前年比97.1%で4,000ｔの削減となりました。
パン工業会の環境自主行動計画に基づき、2009年度を基準
年とし、目標年次である2020年の間に2011年度から原単位
で年率1％削減することを目標に取り組みを続けています。

Pascoの事業活動における

各分野への影響を把握し、さまざまな

環境保全活動を推進しています。

地球環境

のために

自己評価： 当該年度の実績が目標値を上回りました。 当該年度の実績が目標値を下回りましたが、前年度より改善されました。 当該年度の実績が前年度より改善されませんでした。

　 事業活動の全体像

INPUT OUTPUTPascoの事業活動

生  産

Pasco本体11工場

輸  送

Pasco本体工場からの
商品配送

販  売

オフィス

本社テクノコア
および営業所

2016年4月～2017年3月（2016年度）対象期間

・・・・・13,771kℓ
（原油換算） 13,394kℓ
軽油（トラック）燃　料

・・・・・・・・・ 4,919千kWh
・・・・・・・・・・・・ 136㎥

・・・・・・・・・・・・・・・・ 159t
・・・・・・・・・・・・・・・ 0.2kℓ

合 計（原油換算） 1,615kℓ

電 力
都市ガス
L PG
灯 油

エネルギー

・・・ 779kℓガソリン（営業車両）燃　料

小麦粉・パン酵母・油脂・
塩・砂糖など・・・・・・ 260,000 t

プラスチック・紙など・・・ 5,900 t

電 力
都市ガス
A重油

・・・・・・・148,700千kWh
・・・・・・・・ 23,896千㎥

・・・・・・・・・・・・・・・・・1kℓ
合 計（原油換算） 64,750kℓ

合 計 1,590,359㎥

地下水
上水

・・・・・・・・・ 809,246㎥
・・・・・・・・・・・ 781,113㎥

原　料

容器包装材料

エネルギー

水

食品廃棄物（パンくず類）

廃プラスチック
汚泥
紙くず
金属くず
ガラスくず他

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,906t
・・・・・・・ 3,392t

・・・・・・・・・・・・・・・1,780t
・・・・・・・・・・・・・・1,772t

・・・・・・・・・・・・・・ 693t
・・・・・・・・・・・113t

合 計 38,656t

廃  棄  物

CO2 ・・・・・・・・・・・・・128,920 t大気への排出

合 計 1,009,088㎥

河 川
下 水

・・・・・・・・・・・ 593,014㎥
・・・・・・・・・・・ 416,074㎥

水系への排出

・・・・・・ 35,596tCO2（トラック）大気への排出

・・・・・・1,809tCO2（営業車両）大気への排出

・・・・・・・・・・・・・・・ 3,322tCO2大気への排出

　 環境保全に関する目標と実績

生産・オフィス 生産・オフィスに係るエネルギー使用原単位※

（原油換算kℓ/標準卸金額）を、中長期的にみて年平均1%以上削減

2015年度実績 2016年度実績環境目標項　目 自己評価

輸　送 輸送に係るエネルギー使用原単位（原油換算kℓ/売上高）を、
改正省エネ法に基づき年平均1%以上削減

食品廃棄物発生原単位（食品廃棄物発生量/売上高）を、194kg/百万円以下に削減食品廃棄物

エネルギー

廃棄物全体のリサイクル率を、90％を維持しさらに向上させる

食品廃棄物のリサイクル率を、95％を維持し100%に近づける

廃棄物全体のリサイクル

食品廃棄物のリサイクル

※原単位とは、一定量の商品を生産するために必要な原材料やエネルギーなどの量を表す単位。

187kg/百万円

92.9%

99.6%

0.4307kℓ/百万円
0.4244kℓ/百万円
（1.5%削減）

0.0762kℓ/百万円
（0.3%増加）0.0760kℓ/百万円

「お客さまご使用後の容器包装」はメーカーの
責任範囲内であるととらえ、販売実績から推定して表示しています。

・・4,800tお客さまご使用後の容器包装 プラスチック・紙など

各種環境データの詳細については、ホームページに掲載しています。  ht tps://www.pasconet.co.jp/csr/data

※5年度間平均原単位変化：5年間の開始年度を100%としたときに、原単位
の年平均変化を百分率（％）で表したもの

空調設備をハイブリッド式に更新
夏季の電力需要の平準化を推進

INPUT ［エネルギー使用量の削減］

フロン排出抑制法を遵守し、
さまざまな取り組みを継続

OUTPUT ［リサイクル率の推移］

東日本支社 営業三部 
営業課
大川 祐季

19 20

関連サイトへ

https://www.pasconet.co.jp/csr/data
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