








TOREI グループのバリューチェーン

主な取扱い商品

マグロ エビサーモン
世界各地で漁獲された天然マグロ、 地中
海 ・ オーストラリア ・ 国内で畜養 ・ 養殖さ
れたマグロを取り扱っています。 活け込み給
餌 ・ 取 り 上 げ ま で を 一 本 一 本 管 理 し た
「TUNA QUEEN」、 養殖魚から採卵した
卵 を 人 工 孵 化 さ せ 育 成 す る 「TUNA 
PRINCESS」 というブランドを立ち上げてい
ます。

MC は 2011 年より調達力強化のため、 海
外でのサーモン養殖事業に本格参入、 2014
年には世界第三位のサーモン養殖会社である
CERMAQ 社を子会社化しました。 グループ
企業が管理 ・ 運営する養殖場で生産された
高品質なサーモンを中心に寿司種 ・ 切り身 ・
焼き魚 ・ スモークサーモン等多彩な商品を取
り扱っています。

天然エビのほか、 タイ ・ ベトナムの提携企業
からトレーサビリティの確保された養殖エビを
調達しています。
海外提携工場では、 現地スタッフがそれぞ
れの池で収穫された原料ごとに品質検品を
行い、 最終商品までの管理を徹底すること
で安心安全な商品を提供できる管理体制を
構築しています。
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食卓

取引先を通じて、 皆様の食卓に商品をお届けし
ています。

保管 ・物流

製造した商品は全国 7 拠点 (TOREI：7 棟、
TFL：5 棟）の超低温冷蔵庫等で商品を保管し、
全国各地に配送しています。

製造 ・開発

安心 ・ 安全をお届けするため徹底した品質管理
のもと、 お客様のニーズに合わせた商品を開発、
全国拠点での商品を製造しています。

養殖 ・調達

グループ企業各社の総合的なネットワークを生か
し、 世界中から水産物を調達しています。

世界の海から日
本の食卓へ

上記以外にも、 「タコ」 「イカ」 「魚卵」 「ホタテ」 をはじめとする様々な水産物を取扱っています。
認証商品については、 P17 ～ P18 に記載しています。

私たちは創業以来、 マグロ ・ エビ ・ サーモンを中心にイカ ・ 寿司種など多彩な水産物 ・ 水産加工品を扱い、 安全で安心できる商品を世界の海か
ら日本の食卓にお届けする総合水産商社として発展してきました。 世界の海をフィールドにした養殖 ・ 調達、 おいしさを保ってお届けするための製造 ・
開発、 保管・物流システム、 顧客満足度を追求した商品開発と品質管理、 グループ企業各社の総合的なネットワークによる 「トータルフードサービス」
を皆様にご提案しています。 常に時代のニーズにお応えできる事業基盤を確立し、 環境への取り組みとともに、 コミュニケーション力を大切に、 私たち
はさらなる進化を続けていきます。









Activity:  Trading Fish (Buying/Selling), Processing - Secondary processing,
                  Storage, Use of contract processor, Wholesale

Toyo Reizo Co., Ltd. 

2-37-28 Eitai, Koto-ku, Tokyo 135-0034, Japan

ASC-C-01350
December  15,  2019

December  14,  2022

Name of the issuer December 15 , 2019 

ASI-ACC-036

Toyo Reizo Co., Ltd. has been certified in accordance with the requirements of 
the Marine Stewardship Council Chain of Custody Standard (Version 5.0, March 2019).

The buyer of the fish or fish products sold as ASC-certified may, after gaining approval to do so from MSCI, 
apply the ASC ecolabel to fish and fish products within their scope of certification.
The scope and validity of certification is available on the ASC website www.asc-aqua.org

Species:  Atlantic Salmon, Coho Salmon, Pangasius, Rainbow Trout, Whiteleg shrimp

AMITA CORPORATION
3-2-4 Kudan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo JAPAN

Activity:  Trading Fish (Buying/Selling), Processing - Secondary processing,
                   Storage, Use of contract processor, Wholesale

Toyo Reizo Co., Ltd. 

2-37-28 Eitai, Koto-ku, Tokyo 135-0034, Japan

MSC-C-55520
December  15,  2019

December  14,  2022

Name of the issuer December 15 , 2019 

ASI-ACC-036

Toyo Reizo Co., Ltd. has been certified in accordance with the requirements of 
the Marine Stewardship Council Chain of Custody Standard (Version 5.0, March 2019).

The buyer of the fish or fish products sold as MSC-certified may, after gaining approval to do so from MSCI, 
apply the MSC ecolabel to fish and fish products within their scope of certification.
The scope and validity of certification is available on the MSC website www.msc.org

Species:  Albacore tuna, Bigeye tuna, Mackerel, Pacific cod, 
                    Sockeye-red salmon, Walleye pollock, Yellowfin tuna, Yesso scallop

AMITA CORPORATION
3-2-4 Kudan-kita, Chiyoda-ku, Tokyo JAPAN
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TOREI 本社の給茶機はマ
イカップを使用できるタイプ
のものです。 給茶機横に
は、 TOREI が賛同登録し
ている環境省の気候変動
キ ャ ン ペ ー ン 「Fun to 
Share」 の活動とも結びつ
けて、 啓蒙 POP を掲示。 本社の安全衛生委員会においてもマイ
カップ使用を推進するよう周知 ・ 啓蒙しています。 実際に事務所
内でマイカップを使用する社員も増えてきて、 意識の面での好影響
が見られます。
本社給茶機横に設置しているマドラーについても、 2019 年度より
プラスチック製から木製のマドラーに転換しました。 ちょっとした部分
からも少しずつ脱プラに向けて行動しています。

TOREI では機密文書等の廃棄時にも環境に配慮した活動を実施し
ている企業を起用しています。 一部の事業所にて文書の保管と廃棄
を委託している企業では、 廃棄を依頼された文書の量に応じて公益
財団法人の植林事業に対して寄付を行っています。 文書廃棄委託
先企業の寄付により、 2019 年度に実現した 974 本の植林のうち
11 本分は TOREI の貢献によるものです。

2019 年 9 月より協力会社でのカツオタタキ製造方法を一新しまし
た。 これまでは、焼成加工後、塩化カルシウム凍結を行っていたため、

従来の製品

エコスペック商品

廃棄物の適正管理（Smart マネジメント）
TOREI は 2019 年度より、 外部の廃棄物管理システムである
Smart マネジメントを導入しました。 これにより、 産業廃棄物に係る
「契約書」 「許可証」 「マニフェスト」 を一元管理出来る体制になり
ました。 一元管理が実現したことにより、「新規許可証の取付」や「契
約書の内容変更」 が必要な場合に、 これまでと比較すると素早く
対応できています。
また、 これまでは各事業所から発生する排出物の定義を 「産業廃
棄物」 「一般廃棄物」 「有価物」 に明確に分けて把握できていませ
んでした。 Smart マネジメントの導入により排出物の形状や状態に
応じた実績の把握が可能になりました。 なお、 データ把握の精度が
向上したことにより、 2018 年度以前に比べて 2019 年度以降の廃
棄物発生量は増加しています。

廃棄物排出量（t）

1,295 1,374
(+79)

2018 年度 2019 年度

TOREI
公的システム
（JWNET）Smart マネジメント

収集運搬業者 処分業者

電子マニフェスト
データの送受信

Smart マネジメントにて管理する項目
・ 電子マニフェストの交付
・ 紙マニフェストの管理
・ 産業廃棄物以外の排出実績の管理
・ 契約書の管理
・ 許可証の管理
・ 現地調査実績の管理　　　等

委託先との
データ送受信

データの
送受信

廃棄物排出量削減の取組

文書廃棄 マイカップの推奨、 木製マドラーへの転換

は、 Fun to Share に賛同しています。

紙コップ
マイカップ
マイボトル

TOREI 本社では、 商品の開発・
試作品の作成なども行っていま
す。 そのため、 調理や試食に
割り箸や紙皿を使用することが
あります。 割り箸や紙皿を多く
使用する部署が自発的に使用
量削減に関する掲示を行ってお
り、 環境意識の浸透を感じてい
ます。

割り箸 ・ 紙皿の削減

マイコップ推奨の POP

エコロック植林ポイントに関する報告書

旧マドラー（プラスチック製） 新マドラー（木製）

本社や清水地区等、 複数の部署がある事
業所では、 使用頻度の少ない備品について
は、 共有したり、 リサイクル BOX を設置し、
不要になった事務用品の回収 ・ 再利用を促
進することで、 無駄な事務用品の購入と廃
棄を抑制しています。

備品の再利用

リサイクル BOX

無駄使い抑制の掲示

化学物質の適正な管理

工場、 冷凍機、 排水処理設備等、 事業所には化学物質を使用
する設備が複数あります。 化学物質を購入する際には、 SDS

（Safety Data Sheet）の取り付けを義務付け、 SDS に基づき、 事
業所ごとに使用している化学物質の一覧を作成しています。 さらに、
PRTR 法及び毒劇法の対象となる製品については、 化学物質の一
覧とは別に毎月の購入量と使用量を記録し、 在庫の管理を行って
います。 化学物質保管の際は、 各種法規制に則った保管体制を
構築しています。
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発泡スチロールは再資源化できる資材であり、 これまで多くの事業
所では使用済発泡スチロールを売却していました。 しかし、 2018 年
度より中国が廃プラスチックの輸入を禁止したことにより、 日本国内
でも発泡スチロールを再生資源として買い取っている業者が減少し、

発泡スチロールの再資源化

現在はやむなく産業廃棄物として処理を委託している事業所が増えて
います。 このような状況の中、 一部の事業所では、 自社事業所
内で発泡スチロールの再資源化を開始しました。 再資源化は、 発
泡スチロールを溶かし容積を減らしたインゴットにする手法（減容化）
をとっています。 生産したインゴットは、 再生資源として売却してい
ます。
発泡スチロールをインゴット化する際には、 臭気等が発生する可能
性がありますが、 事前に臭気等の影響を確認し、 周囲の環境に
配慮しています。 また、 労働安全上の懸念事項は事前に確認し、
再資源化に関するマニュアルを整備したうえで、 安全にインゴット化
を実施しています。

発泡スチロール減容機

発泡スチロール
（減容前）

インゴット
（減容後）

溶液が製品に触れないよう、 カツオタタキ一節ずつを耐性が強いプラ
スチック袋に入れていました。 現在は、 最新鋭の急速凍結トンネル
フリーザーの導入により、 製品に溶液が付着することがないため、 袋
に入れずに凍結することが可能になりました。 現時点で多くのお客様
に、 購入する商品をプラスチック袋を使用しないエコスペック商品に変
更していただいています。 これにより、 2019 年下半期でプラスチック
袋約 7.7 t の削減に成功しています。
水産業界でこの製造方法でのカツオタタキ大量生産が可能なのは
TOREI の協力工場のみであり、 現在流通しているほとんどの製品は、
プラスチック袋に入っています。 さらに多くのお客様にエコスペック商品
についてご理解いただけるよう、 「カツオタタキ 1 パックの購入でレジ
袋 1 枚分の削減に繋がります」 をキャッチコピーに、 営業活動にまい
進しています。

商品のエコスペック化
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資源の有効活用
水産資源の原料生産から製品販売までの全てのステージに関わる食品企業として、 フードチェーンにおける廃棄（ロ
ス）の削減と食糧資源をはじめとする資源の有効活用を推進します。

食品廃棄物等発生量（t）

8,968 9,716
(+748)

2018 年度 2019 年度

これまで、 水産物の加工工程等で 「食品には利用できないもの」
として廃棄していた部位を食品として販売することで、 食品廃棄物の
発生量削減に取り組んでいます。
2019 年度には、 加工工程でそぎ落とし廃棄していたサーモンの血合
い肉に味付けを施し、 製品化しました。 現在は、 コンビニエンススト
ア等で販売されているおにぎりの具材等に使用されています。

食品廃棄物発生量の削減

再生利用実施率

サーモン血合い肉
（原料）

サーモン血合い肉
（製品）

また、 未利用部位以外では、 これまで原料加工の際に切り落とし、
業務用として販売していたメカジキの希少部位を醤油ベースの甘いた
れで煮込み、 「メカジキのあら煮」 という食べやすい形で市販用とし
て販売しています。 皮ごと調理しているため、 皮付近の脂ののった身
も味わうことができます。

メカジキのあら煮
（解凍 ・ 加熱前）

メカジキのあら煮
（解凍 ・ 加熱後）

商品開発における工夫

流通の過程で発生する食品廃棄物
商品となったものが流通過程でなんらかの理由により販売できなくな
る場合があります。 流通過程における廃棄物の発生を抑制するため、
製品製造や流通段階の管理等を適切に行っています。
流通過程において廃棄物が発生した場合、 容器包装と分別して排
出することが難しい等の理由により、 多くのケースで再生利用ではな
く、 焼却処理となっています。 焼却処理をなるべく少なくするため、
商品の廃棄を委託する業者を選定する際には、 可能な限りメタン化
等の処理を実施しており、 容器包装と一体となっていても再生利用
可能な業者を選択し、 再生利用等実施率向上のための取組を推
進しています。
なお、 容器包装と一体となった商品を廃棄する際には、 不正流通
を防止するため、 廃棄物処理法や食品リサイクル法、 「食品循環
資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準
となるべき事項を定めた省令」 等に基づき定めた社内ルールに則り対
応しています。

食品ロス
食品ロスとは、 食品廃棄物等のうち可食部のみを指します。 TOREI
と TFL においては、 マグロの皮 ・ 骨 ・ 内臓等の食することができない
部分を取り除く際に、 やむを得ず周囲の可食部である身の一部を一
緒に削ってしまっています。 一緒に削ってしまっている身の一部は食品
ロスにあたります。
食品ロスの削減については、 SDGs のターゲットでも言及されており、
日本国内でも 2019 年度に 「食品ロス削減推進法」 が新たに施行
され、 国としての基本方針が定められました。
これまでも、 自社工場で加工しているマグロ等については、 厳しく歩
留まりを管理していましたが、 2019 年度からは、 サーモン等の加工
を委託している海外工場等の一部においても、 歩留まり向上を目指
して取り組みを開始しました。 現状の歩留まりを把握し、 加工委託
先と四半期毎に歩留まり向上を目的とした会議を開催することで
徐々に歩留まりの向上を目指します。

歩留まりとは、 製造業等において、 「原料の投入量に対して得
られる製品の量の比率」 のことです。 TOREI や TFL の自社工
場では、 主にマグロ等を加工していますが、 魚体を加工する際
には、 内臓や骨、 皮など食することのできない部位を取り除か
なければなりません。 TOREI や TFL における歩留まりとは 「加
工前の魚体の重量」と「販売する商品の重量」の比を指します。
歩留まりを向上させるためには、 加工の際に食することのできる
部位をできる限り削らないことが重要です。

歩留まりとは？

食品リサイクル法に基づく 「食品循環資源の再生利用等の促進に
関する基本方針」 では、 業種別に再生利用等実施率が設定され
ており、 TOREI や TFL が該当する食品製造業の基準実施率は
95％となっています。 また、 前年度までの再生利用等の状況に応じ
て事業者ごとに設定される当該年度の基準実施率を上回ることを求
められており、 TOREI 及び TFL の 2019 年度の基準実施率は
「100％」 となっています。
TOREI と TFL が実施している再生利用の取組のうち、 残さいのコラー
ゲン等化成品への再生利用は、 食品リサイクル法の定義上、 再生
利用等実施率に含まれていません。 また、 流通過程で生じた食品
廃棄物の多くは焼却処理をしている為、 再生利用等実施率が目
標値である 100％には達していません。 今後も引き続き、 再生利
用の推進だけでなく、 食品廃棄物等の発生抑制に取り組むことによ
り、基準実施率の 100％に少しでも近づけるよう取り組んで参ります。
2019 年度に TOREI 及び TFL はそれぞれ、 食品廃棄物等の発生
量が年間 1,000 t を超えたため、 食品リサイクル法の多量排出事
業者として行政あてに定期報告書を提出しました。

歩留まり　＝ ÷
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粉末コラーゲン魚油

肥料 飼料

100%
再生利用

冷凍加工

食品

残さい

再生利用例

チルド加工

添加

食品廃棄物等

117.9

4,645.6

1,256.4

2.2

7.1

3.9

99.8

3,392.3

282.3

7.9

99.8

発生量（t）

肥料化

飼料化

油脂・油脂製品

メタン化

化成品

廃棄

再生実施率（%）

TOREI TFL

食品リサイクル法における再生利用方法に該当

2019 年度食品廃棄物等再生利用状況

残さいの再利用
TOREI と TFL の自社工場では主にマグロ類の加工を実施しています。
一本のマグロを刺身用のサク等の販売形態に加工していく過程で、
骨や皮といった不可食部（食品廃棄物等）が発生します。
TOREI 及び TFL は、 食品関連事業者として、 工場における歩留ま

り向上や加工過程で発生する副産物の有効活用などによって、 食
品廃棄物の発生抑制に取り組んでいます。
また、 発生した食品廃棄物の再生利用 ・ 未利用部位の有効活用
を目的として、 専門部署による新商品の開発等も実施しています。
カマ ・ 血合い肉 ・ 内臓など、 従来不可食部として食品廃棄物になっ
ていた部位を、 調理例を提案して販売することで、 商品化を推進し
ています。
自社工場で発生した残さいについては、 100% 再生利用しており、
マグロの皮を、 他の残さいと分別回収することでコラーゲンを抽出、
自社製品として販売しています。 残さいの再生利用によって得られる
魚油の一部は、 自社のマグロ加工品に添加して活用しています。
マグロには、 コラーゲンの他にも DHA をはじめとする有用な成分が含
まれていることが確認されており、 それらを抽出する事等による新たな
活用法についても検証を進めています。
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IoT 技術や AI 等の技術革新はより一層進み、 産業分野にも大きく活用が進むと予測されます。 活用可能な技術
は積極的に導入することで、 製造工場における省人化 ・ 省力化により安全な労働環境を整備すると共に、 全社的
な業務効率化を図ることで、 経済生産性 ・ 企業価値の向上を目指します。

経済生産性の向上
コンプライアンスは会社経営にとって最重要課題のひとつであり、 あら
ゆる企業活動の基盤であると考えています。 法令遵守はもとより、
社会から信頼される企業であり続けるための体制を整備し、 取組み
を推進します。

これまで、 従業員の業務に対する姿勢や会社に対する満足度等を
調査するための 「社内意識調査」 とコンプライアンス ・ 会社方針の
理解 ・ 浸透度を調査するための 「コンプライアンス浸透度調査」 を
実施しておりました。 2019 年度はこれらの調査を 「組織風土調査」
として統合し、 今後は 2 年に 1 回実施することを取り決めました。
組織風土調査を実施しない年は、 組織風土調査のコンプライアンス
関連部分についての設問から構成される 「コンプライアンス ・ モニタリ
ング調査」 を実施します。
組織風土調査の結果は、 全従業員に対してフィードバックし、
TOREI グループの強みや、 不足している部分を全社で共有していま
す。 また、 組織風土調査の結果より判明した職場環境等の改善
点は積極的に変えていきます。

内部通報制度として、 従業員がコンプライアンス関連事案（法令や
行動規範違反等）について報告 ・ 相談できる窓口を複数設け、
全従業員に周知しています。 また、 窓口は社内のコンプライアンス
担当部署のほか、 社外弁護士あてに直接通報できるルートも確保し
ています。

2019 年 7 月に業務改革やコンプライア
ンスに関する意見を聴取する手段として
全事業所に 「意見箱」 を設置しました。
2019 年度は全社で合計 27 件の意見
が投函されました。 職場環境に関する
意見が 11 件、 コンプライアンスに関す
る意見が 7 件、 その他案件が 9 件と
いう内訳でした。
すべての意見について内容を検討し、
対応が必要と判断された意見について
は、 担当部署が対応を実施しました。

「ワークフローによるスムーズな経費精算」 「社内全体の業務効率化」
「ペーパーレスの促進」 を目的に、 これまで紙ベースで実施していた個
人の経費精算（出張旅費等）を社内イントラを介して電子的に申
請する方式に変更しました。 これにより、 「書類の回覧や修正依頼
の手間の削減」 「申請内容の一部（計算ミス、定期区間の処理等）
の自動化による確認作業の削減」 等が実現し、 当初の目的は概
ね達成できました。 紙の使用は現時点で最低限にとどめているもの
の、 内部統制上紙ベースでの保管が必須となっている資料はペーパー
レス化できていません。 今後は改善点が見つかり次第、 都度改善
を図る予定です。

2018 年 9 月、 新基幹システムの開発に先立ち、 現行業務の整理・
見直しを含めた業務改革プロジェクトの推進が必要不可欠と判断
し、 「TNG（TOREI Next Generation）プロジェクト」 を立ち上げま
した。 TNG プロジェクトでは 「TNG 推進室」 が中心となり、 部署
横断的に全社の業務改革に挑んでいます。
TNG プロジェクトでは、 はじめに自社が行っている業務のうち、 システ
ム導入や技術活用により改善ができる案件を全部署からヒアリングす
る形でピックアップし、 案件ごとにワーキンググループを設け改善検討を
行いました。 現在は、 TOREI にて使用している 30 種類以上の社
内システムの統合・改善を目的とする 「新基幹システムの開発プロジェ
クト」、 受注業務の一部自動化を目的とする 「RPA 導入プロジェク
ト」、 事業所 ・ 部署 ・ 担当者ごとに異なるフォーマットや商品コードを
使用している状況を解決することを目的とする 「一般水産物 ・ 簡易
移受管システム開発プロジェクト」 を中心に取り組んでいます。

冷凍マグロは硬く重量があるため、 加工に使用する機器も大きく出
力が高いものとなっており、 加工作業には危険が伴います。 設備
自体への保護装置の設置、 危険個所や作業手順についてのマニュ
アルの作成、 従業員教育等により、 作業に伴うリスクの軽減に努
めていますが、 毎年加工作業に伴う労働災害（転倒 ・ 切創等）
が発生しているのも事実です。
そのため、 現在、 冷凍マグロ加工作業の中でも 「マグロの皮を剥く」
「マグロを四つ割りにする」 という作業を機械化すべく、 メーカーととも
に機器の開発に着手しています。 加工作業の一部を機械化するこ
とで、 別の作業に人員を割くことができ、 生産効率の向上も期待
できます。

新型コロナウイルスの影響もあり、 従来より導入を検討していたテレ
ワークの導入が必要不可欠であるという判断のもと、 ハード面 ・ ソフ
ト面の整備を進めています。 一部テレワーク可能な従業員を中心に
2020 年度より試験的にテレワークを実施し、 部署毎に問題点を洗
い出しながら、 将来的には全社での制度導入を目指しています。

コンプライアンス

組織体制 組織風土調査

従業員からの意見聴取

TNG プロジェクト

業務改革

業務の電子化

テレワークの導入

加工工程の機械化
TV 会議 ・ WEB 会議の導入

会社経営にとって最も
重要な資産は 「人」 で
あ る と い う 考 え に 基 づ
き、 各 階 層 ・ 役 職 に
応じた研修プログラムを
実施し、 人材の育成に
力 を 入 れ て い ま す。
SDGs の取組の 1 つとし
て、 教育研修時間の中長期的な数値目標を設定しています。
新入社員や昇格時の研修等は従来より実施していましたが、 2018
年度からは、 特にこれまで研修の機会が少なかった中堅社員や現
場の技能職社員への研修機会を増やしています。 2019 年度は中
堅技能職向けに、 CSR ・ 環境関連の研修を実施し、 サステナブル
経営についての理解を深めました。
また、 業務上取得が望ましい資格等の取得を促したり、 自己啓発
の一環として指定した通信教育の受講費を半額補助する制度等に
より、 スキルアップのための取組も支援しています。

人材育成 業務 ・ 情報共有のスピードアップ、
業務効率化及び出張に伴うエネル
ギ ー ・ 経 費 の 削 減 を 図 る た め、
2018 年度より TV 会議システムを導
入しました。 本社及び全ての支社 ・
支店に設置し、 事業所横断的に実
施する打ち合わせ等に積極的に活
用しています。 TV 会議システム導入
後、 国内出張費用が大きく削減さ
れ、 2018 年 度 は 2017 年 度 比
6.0% 減、 2019 年度は 2017 年度
比 13.4% 減となりました。 社内で TV 会議システムが浸透し始め、
活用の機会が想定より多かったため、 2020 年度中に機器の台数を
増やすことが決定しました。
また、 現在世界的に流行している新型コロナウイルスの影響を受け、
TOREI では社外の方との対面での打ち合わせをできる限り自粛してい
ます。 代替案として、 インターネット上で会議を実施する WEB 会議
専用の PC を 4 台導入し、 セキュリティーが確保された条件下での
WEB 会議実施を推奨しています。 現在、 WEB 会議は社外だけで
なく社内の打ち合わせにも活用されています。

TOREI グループ　コンプライアンス体制図
TOREI

取締役会（社長）

顧問弁護士

コンプライアンス委員会

コンプライアンス
会議

コンプライアンス事務局

監査役協議会

TOREI
チーフコンプライアンスオフィサー
（コンプライアンス担当役員）

TOREI
コンプライアンスオフィサー

所属長

社員

子会社
コンプライアンスオフィサー

所属長

社員

本社設置意見箱

TV 会議システム

TOREI グループ　コンプライアンス問題の報告 ・ 相談方法
TOREI

取締役会（社長）

総務人事部
人事課

TOREI
チーフコンプライアンスオフィサー
（コンプライアンス担当役員）

TOREI コンプライアンスオフィサー
所属長
課長等

MC グループ
弁護士目安箱

MC グループ
内部通報制度 LUKS

（独禁法 ・ 贈賄専用）

コンプライアンス
委員会

コンプライアンス
事務局

社員報告 ・ 相談ルート

毎年度、「独占禁止法」「贈収賄」を中心に日常業務に潜む様々
な問題に関する教育を実施しています。 学習は主に e ラーニング
にて実施し、 コンプライアンスへの理解を深め、 ケーススタディを通
して実際に問題が発生した際の対応を学べる内容となっています。

教育の実施

教育資料では、 「人権問題」 や 「SNS」 「なりすましメール」 等、
昨今話題となっている問題も取り扱っています。

6 等級研修



全事業所で毎月 1 回定期に
「安全衛生委員会」 を開催
しています。 労働安全衛生

（労災情報、 感染症情報、
時間外労働情報等）のほか、
環境負荷実績及び環境活
動の実施状況や環境上の課
題等、 についても報告と共
有を行っています。 毎月エコ委員が環境負荷実績について、 「部署
別集計表」 等で取りまとめ、 周知しています。
また、 2019 年度は安全衛生委員会での新たな取り組みとして、
一部の事業所にて、 毎月各部署の労働安全衛生向上に関する取
り組み状況の報告を実施しました。
安全衛生委員会の議題は、 委員会の出席者が各自所属部署で
共有し、 全従業員に情報がいきわたるよう努めています。
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コミュニケーション 

様々な社外活動を通じて外部とのコミュニケーションを図り、 豊かな
社会の実現に貢献していきたいと考えています。 その一環として、 清
掃活動などの事業所立地地域における地域活動に積極的に参加し
ています。

内部コミュニケーション

環境関連教育

安全衛生委員会

新入社員に対しては、 新人研修の中で CSR ・ 環境推進室が
TOREI の環境への取組に係る講義を実施し、 活動への理解を深
めてもらっています。 新規採用の従業員に関しては各事業所にて担
当者（エコ委員等）による入社時教育を義務付けています。
また、 管理職やエコ委員、 管理責任者に対しては、 各階層 ・ 役
割に応じた教育を適宜実施しています。 2019 年度は管理職向け
に 「SDGs」 「フ ロ ン」 に 関 す る 説 明 会、 中 堅 技 能 職 向 け に
「SDGs と工場での業務内容の関連性」 に関する研修、 新任管
理職向けに 「リスクマネジメント等」 に関する研修を実施しました。
2020 年度には、 一部新任エコ委員に所属部署が対象となる法
令やそれに伴う日常業務についての教育を実施しました。 環境教
育実施後にも、 説明事項や環境関連の取り組みについて不明点 ・
疑問点が発生した場合には、 都度 CSR ・ 環境推進室あてに確
認できるようにしています。

外部コミュニケーション

社会貢献活動

七北田川クリーン運動（東北支店）
年 1 回、 仙台市泉区が主催してい
る七北田川周辺の一斉清掃活動

（クリーン活動）に参加し、 地域の
皆様と一緒にゴミ拾いを行っていま
す。 2019 年度も 9 名が運動に参
加しました。

清水湾岸地区清掃活動（TOREI 清水事業所＋TFL）
清水地区では、 同所に立地する関係会社と協同して、 事業所近
くの側溝の草取りやゴミ拾いを定期的に行っています。 2019 年度の
活動時には、 約 50 名の従業員が参加しました。 大型紙袋に約
20 袋分の雑草、 麻袋に約 100 袋（１ｔ超）の汚泥という成果を
得ました。

従業員一人一人に対して、 部署で実施するレクリエーション（歓送
迎会 ・ 忘年会 ・ 新年会 ・ 部署旅行等）に利用できるレク費を設
定しています。 また、部署ごとのレクリエーションのほかに、事業所によっ
ては 「お花見会」 「バーベキュー会」 や 「ちょい飲み会」 等のイベント
を開催しています。 これらのレクリエーションは 「部署内の交流」 「他
部署との交流」 「TOREI の商品についての理解を深めること（ちょい
飲み会では TOREI の商品を提供）」 等を目的に開催しています。
なお、 2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 会
食を制限しており、 社内レクリエーションも自粛しております。

レクリエーション
エコ検定

環境に係る基礎的な知識習
得 ・ 環境教育のためのツール
の 1 つとして、 エコ検定を活
用しています。 2018 年度か
らは、 全社で管理職及びエ
コ委員に対し受験を推奨して
います。 2019 年度も各部
署で合格率や合格者数につ
いて目標を立てて取り組みま
した。 2019 年度は、 7 月・12 月合わせて、 27 名が合格しました。
今後も引き続き、 環境教育の一環として、 エコ検定の受験を推進
していきます。

エコ検定テキスト

江東区アダプトプログラム（TOREI 本社）
江東区アダプトプログラムは、 区民等で組織された団体が、 区道、
区立公園等の一定の区域を養子に見立て、 里親が我が子を想うよ
うな愛情を持って定期的に清掃する、 ボランティア活動です。 本社
では全ての部署から社員が参加し、 年 2 回事業所周辺のゴミ拾い
活動を行っています。 2019 年度は 2 回合わせて 46 名の従業員が
活動に参加し、 22 袋分のごみを回収しました。

本社清掃活動① 本社清掃活動②

清水地区清掃活動① 清水地区清掃活動②
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環境に関わる取組みや設備に関する外部からの苦情や要請は 「環
境事故」 のひとつとして取り扱うよう社内で規定しています。 万が一、
上記に該当する事態が発生した場合には、 環境関連の緊急事態と
同様に迅速に報告が行われるよう体制を構築しています。
2019 年度には環境に関わる取組みや設備に関する外部からの報告
が 1 件ありました。 本報告は、 取引先に販売済の製品に関わるも
のであり、 TOREI の管理範囲外であったため、 取引先に対応を依
頼しました。

外部からの環境に関する要望等

水産資源を取扱う会社として、 関連するイベントに協力しています。
2019 年度には一般社団法人日本海老協会が豊洲で主催した 「エ
ビフェス !」に協賛しました。 2019 年度のテーマは「おさかな食育活動」
と 「海ゴミ＆フードロス削減」 であり、 SDGs とも結びつけられていた
ため、 TOREI が大切にする価値観と合致するイベントでした。
また、 サステナブル ・ シーフード ・ ウィーク 2019 では仙台で開催された
親子料理教室で使用するパンガシウス（ASC 認証品）を提供し、
参加された方々にはおいしく食べることを通じて、 「世界の海の現状」
や 「サステナブルシーフードとは何か」 を楽しく学んでいただきました。

イベントへの協力

サステナブル ・ シーフード ・ ウィーク
仙台親子料理教室

サステナブル ・ シーフード ・ ウィーク
パンガシウスとブラックタイガーのムニエル

～ピスタチオ仕立て～

環境関連教育実施スケジュール

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

新人研修

法改正説明会（TOREI・TFL に関わる環境関連法令の大幅改正時）

環境ガイド改正説明会

ケーススタディー

新規採用者研修

新任エコ委員研修（年度途中での担当者変更時は随時対応）

新任冷蔵管理責任者研修（年度途中での担当者変更時は随時対応）

※緑は毎年度定期開催、 青は状況に応じて随時開催

2020 年度

TOREI は 2013 年に政府が掲げた温室効果ガ
ス削減目標の達成に向けて、 2014 年度より
環境省が開始した 「低炭素社会」 の実現を
目指す 「Fun to Share」 に賛同 ・ 宣言登録
しています。
「Fun to Share」 は 「地球温暖化に関する最
新知識を楽しくシェアし、 みんなで低炭素社会
を 実 現 す る」 と い う 意 味 の 合 言 葉 で す。
TOREI の宣言は 「環境と社員にやさしい活動
で、 低炭素社会へ」 となっています。
「Fun to Share」 へ賛同していることを周知す
ることや、 エコドライブ ・ 節水 ・ 節電等の日常
的な取組について注意を促すことを目的に、
社内に POP を掲示し、啓蒙と意識向上を図っ
ています。

Fun to Share

Fun to Share 

STOP

130cc

Fun to Share 

Fun to Share 

Fun to Share 

Fun to Share 

Fun to Share 

社内掲示 POP

本社安全衛生委員会








	表紙
	1-2目次　トップメッセージ
	3-4　経営理念
	5-6　会社概要
	7-8バリューチェーン
	9-10SDGs　課題とチャンス
	11-12 中長期目標
	13-14 2019年度代表者・単年度目標
	15-16持続的な～　認証品
	17-18商品紹介
	19-20 CO2排出量（エネルギー）
	21-22CO2排出量（フロン）
	23-24水・廃棄物
	25-26食品廃棄物
	27-28　魅力的な職場づくり
	29-30　魅力的な職場づくり・経済生産性
	31-32コミュニケーション
	33-34　リスクマネジメント
	35-36 2020年度代表者の見直し
	37-38環境データ

