
環境マネジメント
　当社は取締役会で定めた環境基本方針のもと、中長期環
境目標を策定するとともに、重点課題を設定して中期環境計

画および年度実施計画を策定し、担当執行役員が委員長を

務める環境安全委員会で取り組み内容を評価することで、計

　「低炭素社会構築」「省資源（水・廃棄物）」については本レポートP.70～71をご覧ください。2021年度も適切な「化学物質管理」により、確

実に大気や水系の汚染を防止しています。「法令順守・環境事故防止」についても重大な逸脱はなく、2工場でISO14001の認証を継続的に取得

しています。世界的な課題として重要性を増す「生物多様性保全」については地道な地域活動に加え、水使用量の削減による水源の保護を課題

の一つと捉えています。「適切な情報公開、リスク・機会の評価と管理」についてはTCFD提言に基づいて取り組み、情報を公開しました。

　バリューチェーン全体での取り組みについては、「ビジネスパートナーのためのサステナブル行動指針」の制定などを進めています。今後、人

権尊重と併せて取り組みを広げるべく、重点課題として目標設定することも検討していきます。

環境
実践と
パフォーマンス

画的かつ効果的な環境マネジメントを実施しています。2021

年5月には環境基本方針の改定を行い、環境情報の積極的

な開示、ステークホルダーとの対話の推進、バリュー

チェーン全体で取り組む姿勢を明確にしました。

環境

低炭素社会構築
　当社は、2050年度までに温室効果ガス（GHG）排出量

（Scope1＋2）ゼロを目指しています。中長期環境目標では、

SBTi（Science Based Targets initiative）が設定するWB2℃

（Well-below2℃：2℃を十分下回る）水準の削減率に合わ

せて2019年度に策定した「2030年度までにGHG排出量

（Scope1＋2）を、2017年度比で35%削減する」目標に継続

して取り組み、積極的に諸施策を実施した結果、2021年度に

既に約30％を削減し、2022年度には本目標を前倒しで達成

予定です。今後、目標を引き上げ、進展が期待される省エネ・

CO2削減技術や普及・拡大が見込まれる再生可能エネル

ギーの導入により、さらなる脱化石燃料化を図り、2050年度

カーボンニュートラルを目指すとともに、炭素税の導入等の

気候変動リスクに備えます。バリューチェーン全体のGHG削

減のための取り組みも進めていく予定です。

　なお、2021年8月から鈴鹿工場でコジェネレーションシス

テム等に使用する都市ガスの大部分を、東邦ガス株式会社

が供給する「カーボンニュートラルな都市ガス」（導入量：

5,000千㎥/年、期間：2年8カ月）に切り替えました。

■中長期環境目標と進捗状況（主な結果）

➡詳細はウェブサイトをご覧ください。
　中長期環境目標

➡TCFDに基づく情報開示はP.27をご覧ください。

法令順守
環境事故防止

省資源

化学物質管理

（水）

（廃棄物）

生物多様性保全

適切な情報公開
リスク・機会の評価と管理

低炭素社会構築

重点課題 目標年度 指標
達成状況 進捗／実績

2021年度

2030年度

2050年度

単年度

2030年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

GHG排出量（Scope1+2）を2017年度比で35％削減する

GHG排出量（Scope1+2）をゼロにする

5年間平均エネルギー原単位を年1％以上低減する

水使用量を2018年度比で12％削減する

再資源化率80％以上を維持し、85％以上を目指す

最終処分率1％未満を維持し、0.5％未満を目指す

PRTR対象物質の大気排出率を1％未満に維持する

VOC対象物質の大気排出率を1％未満に維持する

大分工場でAMR監査を定期的に実施する

2工場のISO14001認証取得を維持する

定期的に社内環境監査を実施する

重大な法令違反ゼロ、環境事故ゼロを目指す

環境月間（6月）を強化月間とし、担当役員からの啓発メッセージ

発信等、全員参加で取り組みを展開する

各事業場で生物多様性に資する地域活動（河川敷清掃等）に

積極的に参加する

「気候変動」「水」に関するリスクと機会の評価と管理を推進し、

情報を公開する

基準年度比30％削減
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基準年度比4％削減
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0.7％
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　当社は取締役会で定めた環境基本方針のもと、中長期環
境目標を策定するとともに、重点課題を設定して中期環境計

画および年度実施計画を策定し、担当執行役員が委員長を

務める環境安全委員会で取り組み内容を評価することで、計

画的かつ効果的な環境マネジメントを実施しています。2021

年5月には環境基本方針の改定を行い、環境情報の積極的

な開示、ステークホルダーとの対話の推進、バリュー

チェーン全体で取り組む姿勢を明確にしました。
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　当社は、2050年度までに温室効果ガス（GHG）排出量

（Scope1＋2）ゼロを目指しています。中長期環境目標では、

SBTi（Science Based Targets initiative）が設定するWB2℃

（Well-below2℃：2℃を十分下回る）水準の削減率に合わ

せて2019年度に策定した「2030年度までにGHG排出量

（Scope1＋2）を、2017年度比で35%削減する」目標に継続

して取り組み、積極的に諸施策を実施した結果、2021年度に

既に約30％を削減し、2022年度には本目標を前倒しで達成

予定です。今後、目標を引き上げ、進展が期待される省エネ・

CO2削減技術や普及・拡大が見込まれる再生可能エネル

ギーの導入により、さらなる脱化石燃料化を図り、2050年度

カーボンニュートラルを目指すとともに、炭素税の導入等の

気候変動リスクに備えます。バリューチェーン全体のGHG削

減のための取り組みも進めていく予定です。

　なお、2021年8月から鈴鹿工場でコジェネレーションシス

テム等に使用する都市ガスの大部分を、東邦ガス株式会社

が供給する「カーボンニュートラルな都市ガス」（導入量：

5,000千㎥/年、期間：2年8カ月）に切り替えました。

集計対象：
2021年度：住友ファーマ株式会社、国内連結子会社、

海外連結子会社の生産サイト(住友制葯（蘇州）有限公司)及び
主な研究開発拠点（サノビオン・ファーマシューティカルズ・インク、
スミトモファーマ・オンコロジー・インク）

2020年度以前：単体（住友ファーマ株式会社のみ）

算定方法・排出原単位など：
〈CO2排出量〉
Scope1（エネルギー起源のみ、国内営業車両の燃料を含む）
燃料の使用量 × 燃料の単位発熱量 × 燃料のCO2排出係数
各単位発熱量およびCO2排出係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効
果ガス排出量算定・報告・公表制度」に基づく値を採用。

〈エネルギー使用量〉
(購入電力量 × 単位発熱量)＋(熱購入量 × 単位発熱量) + (燃料使用量 × 単位発熱量）
各単位発熱量、ならびに算定対象とした燃料の種類は、「エネルギーの使用の合理化に関
する法律」（省エネ法）に基づく値および算定方法を採用。ただし、国内営業車両の燃料使
用量および事業所内での太陽光発電による発電量を含む。

●  2030年度目標および2050年度目標の達成に向けた
諸施策の実施
長期目標の達成のため、CO2削減設備投資を継続的に実
施するとともに、再エネへの切り替えを進めるなど、具体
的な施策を検討し実施する。

●  エネルギー消費原単位
エネルギー使用の効率化を図るために、エネルギー消費
原単位の改善状況を確認する。

2021年度の進捗　
・国内すべての生産拠点で購入する電力を100％再生可能
エネルギー化
（大分工場： 2021年11月～、鈴鹿工場※: 2022年4月～）

・長期計画に基づく照明のLED化（大分工場、鈴鹿工場等）

※中部電力ミライズが調達した電気に、中部電力グループが保有する水力
発電所等の再生可能エネルギー電源に由来する非化石証書の使用により
環境価値を付加することで、実質的に CO2ゼロエミッションを実現

2021年度の進捗
・長期計画に基づく照明のLED化（大分工場、鈴鹿工場等）
・空調温度管理の徹底、衣服調整による空調使用の低減、
電灯の間引き、冷蔵庫等機器の集約、社名表示灯の消灯、
エコドライブなどあらゆる省エネ行動を推奨

KPI

2021年度のScope別排出量
　Scope1  21,398t-CO2
　Scope2  40,351t-CO2
　Scope3  380,300t-CO2（単体）

2021年度の総エネルギー使用量
 　1,434TJ
うち再生可能エネルギ―使用量
　69TJ

Scope1+Scope2
（単体、マーケット基準）
（2030年度目標評価値）

Scope1（単体）

Scope2（単体）

Scope1（連結子会社）

Scope2（連結子会社）

Scope2
購入電力量 × 電力のCO2排出係数※1＋熱購入量 × 熱のCO2排出係数※2

2021年度（マーケット基準）：国内は環境省・経済産業省公表（令和4年1月7日）の
電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）（令和2年度実
績）の調整後排出係数を採用、海外は国際エネルギー機関（IEA）で公表されている国
別係数の最新値（2019年）を採用。ただし、住友化学（株）構内の拠点については、
住友化学（株）から提供される値を採用。なお、2020年度以前の排出係数で算定し
た2021年度のScope2排出量は38,737t-CO2。
2020年度以前：日本製薬団体連合会がそのCO2削減目標の進捗管理のために使用す
る値（3.3t-CO2/万 kWh）を採用。

「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」に
基づく値を採用。ただし、住友化学（株）構内の拠点については、住友化学（株）から提供
される値を採用。

CO2排出量推移
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水資源の有効利用
　医薬品製造をはじめとする当社の事業活動において、良
質で十分な量の淡水は必要不可欠です。世界的に水資源の

問題が深刻化する中、当社は水資源を持続的に利用するた

め水使用量削減目標を定め、水資源の効率的利用に努めて

います。

廃棄物の削減
　当社は、限りある資源を有効に利用するため、廃棄物の 
3R(リデュース、リユース、リサイクル)に積極的に取り組ん

でいます。また、当社では脱ペットボトルの取り組みとして、

当社が各事業所に設置・管理している自動販売機すべてに

おいて、ボトル缶や缶飲料などをはじめとする環境配慮型容

器・製品への入れ替えを行いました。

第三者保証
　当社は統合報告書2022で開示する　の付された2021
年度の環境情報について、情報の信頼性を高めるため、

KPMG あずさサステナビリティ株式会社による第三者保証

を受けています。「独立した第三者保証報告書」はP.72に掲

載しています。　

省資源（水、廃棄物）

環境
実践と
パフォーマンス

上水道 工業用水
地下水
単体基準年度比

その他

取水源別の水使用量の推移
（千トン）
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単体
（年度）2018 2019 2020 2021 2021

●  2030年度目標および2050年度目標の達成に向けた諸施
策の実施
2030年度目標の達成に向けて、これまでの施策の他事業所
への展開や新たな削減施策の検討・選定など、具体的な
施策を行う。

2021年度の進捗
・節水型トイレへの更新、水使用量が多い施設への節水ノズ
ル設置検討

●  廃棄物の再資源化率および最終処分率
廃棄物の再資源化を進め埋立処分をできる限り回避する
取り組みの進捗状況を測る指標として、廃棄物の再資源化
率および最終処分率を確認する。

2021年度の進捗
・再資源化率 76％（生産計画の影響により未達）
・最終処分率 0.3％ （達成）

実施した施策
・廃棄物分別の徹底
・有価物化、リサイクル可能な廃棄物処理業者への委託

集計対象：住友ファーマ株式会社単体（支店・営業所を除く）

集計対象：
2021年度：住友ファーマ株式会社（支店・営業所を除く）、国内連結子会社（小規模な

オフィスを除く）、海外連結子会社の生産拠点(住友制葯（蘇州）有限公司)
及び主な研究開発拠点（サノビオン・ファーマシューティカルズ・インク、スミトモ
ファーマ・オンコロジー・インク）

2020年度以前：住友ファーマ株式会社単体（支店・営業所を除く）

発生量 最終処分率 青字：再資源化率再資源化量

廃棄物関連指標の推移

（トン） （%）
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※（　）内は廃棄物発生量の内、特別管理産業廃棄物発生量を示す。
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