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編集方針
食品流通業である株式会社トーホーは、2002年度から「環境報告書」を

座談会

「楽農交流事業」、
一年間の活動をご報告します
コーポレート・ガバナンス
フェアトレードを推進し、
開発途上国の生産者を支える

生産者、同業他社と

とのかかわりをご理解いただけるよう、商品の生産国、生産者・同業他社、
組みを報告した上で、環境保全活動を報告する構成としました。

報告対象分野と報告対象組織
「環境」的側面と「社会」的側面の報告を中心とし、一部「経済」的側面につ

品スーパー事業部および店舗の不動産・設備機器の管理を担当するグルー
プ会社、株式会社TSKを中心とし、一部ディストリビューター事業部での
取り組みを報告しています。
「社会」
的側面の報告については、
原則として株
式会社トーホーの取り組みとしています。

報告対象期間
当社2005年度
（2005年2月1日から2006年1月31日まで）
の取り組

お客様のために

食の「安心・安全」を第一に、
顧客満足度向上をめざす

P17

地域社会と

迅速・正確な情報提供を推進する

みを基本に、
一部期間外の取り組みについても報告しています。

発行日
今回の発行日：2006年4月
次回の発行日：2007年4月
（予定）

作成・発行責任部署

食を通した社会貢献と、対話に取り組む

株式会社トーホー CSR推進室
〒658-0033 神戸市東灘区向洋町西5丁目9番
TEL. 078-845-2456

従業員と

「生き活き」
と働ける職場環境づくりを進める

FAX. 078-845-2473

WEBのお知らせ
トーホーの環境活動や事業活動に関する詳しい情報を、
WEBサイト上で公

地球社会と

開しています。

環境負荷の少ない事業活動をめざす

P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26

理解いただきやすい構成にしました。また、
当社の重要なステークホルダー

「環境」
的側面の報告対象組織は、
本社・九州本社、A−プライス事業部、
食

生産国と

株主・投資家のために

P19

農交流事業」
の活動について報告し、
当社の重要課題とその取り組み状況を

いても報告しています。

P16
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今回は、冒頭に特集ページを組んで、2005年10月に開始した「トー

お客様、株主・投資家、地域社会、そして従業員とのかかわりにおける取り

レポート

公正な取引を前提に、協力体制を強化する
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かかわりにおいて、企業としての責任をどう果たしているのかを報告する
「環境・社会報告書」として発行しています。
ホー・ポジティブ・アクション推進プロジェクト」と、活動2年目となる「楽

女性が活躍できる、
生き活きとした職場をめざして
特集2

発行し、2005年度からは、さまざまなステークホルダー(利害関係者)との

環境マネジメント
環境保全活動の目標と実績
お客様とともに進める環境保全活動
環境に配慮した商品の提供
店舗における環境保全活動
物流における環境保全活動
両本社における環境保全活動
環境会計

http://www.to-ho.co.jp
免責事項
本報告書には株式会社トーホーの過去と現在の事実だけでなく、発行日時点
における予想・予測・計画も含まれております。これらには記述した時点で入
手できた情報に基づく仮定や判断が含まれており、諸条件の変化によって、
本冊子に記載した予想・予測・計画とは異なる可能性があります。読者の皆様
には、
このような点をご了解いただきますようお願い申し上げます。

トーホーは、食の「安心・安全」
「健康」
「環境」
を事業活動の基本として、
社会から信頼される企業をめざします。
1

事業の概要

トーホーは、多彩な食材を、
外食産業や一般のお客様にご提供しています。
本社

2005年度セグメント別の概況（連結）

九州本社

ディストリビューター
事業部門

食品スーパー事業部門
301億27百万円
18.4％

976億33百万円
59.5％

1,640億
62百万円

Ａ−プライス事業部門

ディストリビューター支店・営業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 拠点

363億円
22.1％

食品スーパー ・・・・・・・・・・・・46 店舗

工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 カ所

A−プライス・・・・・・・・・・・・・・90 店舗

物流センター・・・・・・・・ 2 カ所

注）%は構成比

外食産業のお客様への卸販売

高品質・プロユースの業務用食材の店

ディストリビューター事業

一般のお客様向けの「地域の冷蔵庫」

A−プライス事業

食品スーパー事業

外食産業のお客様

一般のお客様

会社概要（2006年1月31日現在）
創

立

1947（昭和22）年10月

商

号

株式会社 トーホー

本社所在地

078-845-2400（代表）
53億44百万円

売 上 高

1,559億53百万円

150,000

単独

149,967

1,652名
上記のほか嘱託・パートタイマー等1,824名

153,167 157,833

連結

（百万円）
4,000

100,000

連結1,640億62百万円
従業員数

連結

200,000

神戸市東灘区向洋町西5丁目9番

資 本 金

経常利益

売上高
（百万円）

3,688

164,529 164,062

3,512

3,215

140,327 144,076 147,535 155,618 155,953

50,000

2,000

2,914

2,701

3,000

3,799

3,531

3,397

単独

3,219

3,107

1,000

（1日8時間勤務換算）
2001

0

当期純利益

2003

2004

2005 （年度）

単独

（百万円）

1,762

63,019
1,366

1,500

62,877

2002

2003

2004

2005 （年度）

従業員数

総資産
株主資本

80,000

2001

0

総資産・株主資本
連結

（百万円）
2,000

2002

68,727

連結
連結

68,479

単独
単独

69,625

60,000

連結

（名）
4,800

3,600

3,397

3,598
3,598

3,899
3,899

単独

4,015
4,015 4,003
4,003

1,111
1,000

500

40,000

1,721

1,625

1,108

1,326

20,000

16,203

17,599

16,832
0

2001

61,563

67,333

67,952

69,556

2,400

3,119

3,323

3,336

3,475

3,476

593

433
655

61,281

2002

2003

2004

2005 （年度）

0

2001

18,282

18,132
2002

18,389

19,066
2003

19,270

19,679
2004

1,200

20,770
2005 （年度）

0

2001

2002

2003

2004

2005 （年度）
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トーホーとステークホルダーとのかかわり
トーホーは「健康で潤いのある食文化の創造に貢献する」という企業理念に基づき、徹底した品質管理のもと、

お客様のために

「安心・安全」で健康に配慮した食材を調達・開発し、外食産業や一般消費者のお客様に提供しています。

P 13

当社はこうした事業展開において、生産国や製造委託先メーカー、外食産業のお客様と公正な取引に努め、
さまざまなステークホルダーと良好な関係を築きながら、社会に貢献し、企業価値を高めることをめざしています。

生産国と

●食の安全衛生を確保し、
お客様が安心できる体制

外食産業

●社内事業所・製造委託先工場の
衛生点検
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●ポジティブリスト制の実施に備え、
検査体制を強化
●生産地情報を積極的に提供

●「安心・安全」で「美味しい」
フェアトレードコーヒーを提供

商品の開発・品質管理

●ネパール産コーヒーの
輸入を開始
フェアトレード有機栽培珈琲モカ「イルガチェフェ」
の発売を開始しました

商品の卸売・販売

●米国産牛肉の取り扱いについて

一般消費者

●商品の安定供給をめざした
取引産地の開拓

生産地管理や、店舗・工場などの衛生管理、商品・原材料などの

外食産業のお客様には、直接配送と店舗販売によって、一般の

品質検査を徹底させ、お客様のニーズに合った「安心・安全」な

お客様には、食品スーパーによって商品をご提供しています。

●新業態「野菜市場 百菜」オープン

商品を開発しています。

また、一部オリジナル商品をネットで通信販売しています。

●ディストリビューター事業での取り組み
安全で高品質な業務用食材をお届け

●

生産者、同業他社と

国内外メーカー
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ディストリビューター事業部

共同開発製品

外食産業のお客様に対して、
あらゆるジャンルの業務用食材を
卸販売しています。

●自社ブランド商品を
メーカーと共同で開発

プロ向けのハイクオリティな食材

●

店舗経営に役立つ最新情報を提供

●

●食品スーパー事業での取り組み
「安心・安全」な地域の冷蔵庫
お客様の声を商品開発や店舗運営に活用

●

A−プライス事業部
あらゆる業種に対応できる業務用食材を、
店舗形式にて会員制のもと
卸販売しています。

自社開発製品

●製造委託先を厳格に選定

●A−プライス事業での取り組み

●

外食卸の同業他社との業務提
携による共同開発で生まれた、
高品質ブランドです。

国内外産地

展示商談会でのメニュー提案や情報提供

●

「野菜市場 百菜」では、新鮮で
おいしい野菜を中心にご提供しています

●製造委託先との公正な取引
●同業による業務提携グループ
「トーク会」

コーヒー部
コーヒー鑑定士が品質を厳しく
管理し、日本人の味覚に合うよ
うに開発した、美味しさを追求
したコーヒーです。

メーカーと共同で「安心・安全」
「健康」
「環境」に
配慮した商品開発をしています

地球社会と
●環境マネジメント

食品スーパー事業部
●店舗における環境保全活動
ごみ廃棄物削減

ディストリビューター事業部で
ISO14001 認証取得プロジェクト

●

ウォームビズについての環境教育

●

内部監査を実施

●

外部監査での指摘を受けた
環境マニュアルの見直し

●

廃棄蛍光灯のリサイクル

●

食品リサイクル法への対応

●

空缶の分別回収

●

「安 心・安 全」
「健 康」
「環 境」を
テーマに、さまざまな外食分野
に対応して開発された業務用ク
オリティブランドです。

小規模の飲食店でも使いやす
いよう、規格を小さくして開発
した、プロの食材店「Ａ−プライ
ス」の業務用ブランドです。

青果・鮮魚・精肉や惣菜などを中心に、
高品質・高鮮度な食品をお届けする、
食品スーパーの店舗運営を
行っています。

●物流における環境保全活動
エコカーを新たに導入

●株主総会のビジュアル化

より理解しやすい株主総会をめざし、
ビデオ映像を使用しました

地域社会と

●

●環境会計

従業員と

資源の有効利用をめざし、
コーヒーかすをご提供

●環境に配慮した商品の提供
環境配慮商品

●

バラ売りで容器使用量を削減

●

環境に配慮した食品トレイ

●

●基本方針は「食を通した社会貢献」
●雇用の方針

●営業車の交通事故防止

●女性従業員が働きやすい
職場づくり

●従業員一人ひとりの
成果や能力を正当に評価

●従業員の安全衛生の向上

●個人の立場に応じた
研修制度と通信教育

●労働環境の改善と業務の効率化
ISO14001 認証取得委員会を設置し、
活動を開始しました

P 17
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●

3

●株主・投資家の皆様との
コミュニケーション

全店舗・全事業所でのアスベストの調査

●

買物袋削減
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電気使用量の削減

●

●

株主・投資家のために

●弾力的に利益配分を決定

P 19

●

●お客様とともに進める環境保全活動

業務用から家庭用まで「美味しさ」にこだわった
幅広いジャンルの多彩なコーヒーを
提供しています。

高品質・高鮮度な商品を豊富に
揃え、
お客様の健やかな暮らし
を支える「食品スーパー」で販
売しているブランドです。

●中村学園での「フードマネジメント」
についての講義
●大学生からの
CSR についての取材
女性の活躍できる職場づくりを
めざす「TPAプロジェクト」を
開始しました（特集P７参照）

「楽農生活センター」で 農 に親しむ活動を
展開しています（特集P９参照）
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CSR担当役員からのメッセージ

食文化の創造を通じて、
社会から信頼される企業となるために
経営理念「食を通して社会に貢献する」を基本に
CSR活動に着手しました

トーホーの企業活動

トーホーの企業活動

近年におけるさまざまな企業不祥事の反省として、企業の社会的
責任を問いかける声が大きくなってきました。もともと日本企業の

トーホー

経営精神の根幹には「社会的責任」が据えられていたと考えますが、
価値観のパラダイムが壊れたかあるいは風化し、昨今の事態に至っ
たのではないでしょうか。
当社は2005年2月1日付けで「環境管理室」を「CSR推進室」に
改組しました。CSRすなわち「企業の社会的責任」とは何かと考え
た場合、その対象は株主様、お取引先やお客様、従業員、地域社会、
地球環境など企業を取り巻く
「あらゆるステークホルダー（利害関係
者）」に及び、活動内容も多岐にわたります。

企
業
価
値
の
向
上

経
営
理
念

キーワード「安心・安全」
「 健康」
「 環境」
株主

お客様

従業員

適正に配当額を決定するととも
に、情報開示とコミュニケーション
の充実に努めています。

「安心・安全」で環境に配慮した
食材を提供し、健康で潤いのあ
る生活の創造に貢献します。

公正な人事制度のもと、安全で
健康に「生き活き」と働ける職場
づくりに取り組みます。

地域社会・地球社会
食を通した社会貢献活動と、
環境保全活動に積極的に取り
組みます。

産地・メーカー・取引先
公正な取引に基づき、共同で、
より「安 心・安 全」で高 品 質 な
食の提供に努めます。

当社は会社の憲法ともいうべき経営憲章の前段において「企業は
天下の公器なり」
とし、経営理念において「食を通して社会に貢献す

取締役常務執行役員 CSR 担当

中溝 武夫

る」と定めております。これを具体的に推進していくことが、当社に
おけるCSRの方向性であると考えております。

社会からの信頼

経営憲章・経営理念の精神に基づき、お客様にお届けする食の「安
心・安全」を根幹に据えて、従前から取り組んできた社会貢献活動や
環境保全活動の蓄積をもとに、目的、分野、費用、人の投入などを整

業務用食材を扱う同事業部は約600台の車両を有しております。

理し、当社独自のCSR活動に着手した次第です。

配送時におけるCO2排出量の削減はもちろん、
セーフティードライ

「企業は利益を上げないと存続できない。しかしながら企業は社

経営理念

会的責任を果たさないと存続する資格がない」。この言葉は、上場

社会貢献活動においては、当社は日本で初めて小学校の正式

食を通して社会に貢献する

会社として特に肝に命ずべきだと考えます。法を遵守する経営（コン

授業に取り上げられた食育活動などに取り組んでまいりましたが、

耳にするようになりました。
「企業価値を高める非常に重要な無形資

プライアンス経営）
によって利益を生み、納税義務を果たすことは、

2005年度はこの経験を活かし、兵庫県が推進する
「楽農交流事業」

産」
として注目を集めておりますが、
この無形資産とは「経営者と従

社会から信頼を得るための前提となる実践事項と考えます。

に参画しました。
（社）兵庫みどり公社の「楽農生活センター」を拠点と

業員が長年にわたって積み上げてきた企業の評判」であると私なり

し、子どもも大人も 農 に親しめる幅広い活動を開始したのです。

に理解しております。またSRB（社会的責任購買）
といった、同じ商

企業理念

健康で潤いのある
食文化の創造に貢献する
私たちの行動宣言（倫理行動規範）
私たちは、
健康で潤いのある食文化の創造に努め
食文化の担い手として社会に貢献していく
チャレンジャーである。
常に
「安心・安全」
「健康」
「環境」に配慮し、
お客様に誠実かつ迅速に最良の商品、
最高のサービスを提供することを宣言する。
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ブによる従業員の労働安全確保も活動の主眼とするところです。

「安心・安全」「健康」「環境」をキーワードに
CSR活動を推進してまいります

ディストリビューター事業部でISO14001認証
取得に向けた活動をスタートしたほか、
楽農交流事業、TPAプロジェクトを開始しました
地球環境の保全は、人類が生存する前提条件ともいえます。地球
温暖化は世界規模の課題となっており、その影響は、生存可能な土
地の減少や食料問題にまで及ぶと予想されております。

自分たちが大事に育てた作物なら、たとえ嫌いなピーマンであっ
ても食物への感謝の気持ちとともに食する子どもたちの姿に接し
て、命を育む楽農交流事業の意義、そして「食育」
と
「農育」の結びつ

最近、
コーポレート・レピュテーション
（企業の評判）
という言葉を

品を買うならCSRに熱心な会社から購買しようという社会的風潮も
盛んになってまいりました。
つまり、企業が一丸となってCSRに取り組む以外に企業価値を高

きを改めて感じた次第です。楽農生活センターには里山もあり、自

める策はなく、
またステークホルダーの皆様方の支持は得られない

然に触れる機会もあります。小さい頃に自然と親しむと優しい人間

ということです。

になるそうです。農業を体験し、里山で遊ぶ機会を提供することで、
人間性豊かな人材育成をサポートできればと願っております。
環境保全活動や社会貢献活動を推進するにあたっては、その主

当 社 は 事 業 活 動 に お け る 環 境 負 荷 の 低 減 を 図 るた め 、

体となる従業員がやりがいを持って働ける職場づくりが欠かせま

ISO14001の認証取得と日常的な運用に取り組んでまいりました。

せん。そのためには男性・女性にとらわれず従業員一人ひとりが能力

当社が営む3事業部において、すでにA−プライス事業部は1999

を発揮できる環境創造が必要であり、
さらには女性従業員が積極的

年、食品スーパー事業部は2000年にISO14001を認証取得して

に活躍できる場や機会を設けることが不可欠です。当社は2005年

います。残るディストリビューター事業部においても、2005年10

10月に「TPA（トーホー・ポジティブ・アクション推進）
プロジェクト」を

月にキックオフし、2006年7月の認証取得をめざしております。

立ち上げ、女性の職域・活躍の場を広げる取り組みを始めました。

私たちトーホーは食のビジネスに携わる者として、
「安心・安全」
「健康」
「環境」
というキーワードに沿って経営憲章・経営理念を追求
し、企業の社会的責任を果たしていきたいと考えております。

2006 年 4 月
取締役常務執行役員 CSR 担当

中溝 武夫
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TPA（トーホー・ポジティブ・アクション推進）プロジェクト始動!

座談会

女性が活躍できる、
生き活きとした職場をめざして
仕事とプライベートの両立をめざして

2005年10月、女性の働きやすい職場づくりをめざす

女性の多様な考え方に対応した
制度と仕組みの整備が必要。

「TPA(トーホー・ポジティブ・アクション推進)プロジェク
ト」がスタートしました。公募によって集まった女性プロ
ジェクトメンバーが、今後3年間にわたり、
「男女ともに能

安河内

いきます。2006年1月27日に開催された「TPAシンポジ

けではなく、仕事とプライベートの両立について考えることも大切

ウム」では、これまでの活動内容を発表するとともに、今後

ですよね。私は、ばりばり仕事をするためには、ある程度プライベー

のTPAプロジェクトについてグループディスカッションを実

トの時間を犠牲にすることも仕方がないと考えています。皆さんは

施しました。
シンポジウムに先がけて、2005年12月7日には、5名
のTPAメンバーが集まり、座談会を開催。トーホーの女性
従業員が働く上で取り組んでいくべき課題について語り合
いました。

TPAシンポジウム

座談会参加者プロフィール
A−プライス事業部
南大分店 店舗管理・統括

平松 万枝 （入社11年目）

従業員の満足度を高めていくためには、仕事のやりがいだ

力を発揮して生き活きと働ける職場づくり」に取り組んで

やりがいのある仕事とは?

男女関係なく能力を発揮でき、
仕事が正当に評価されること。
笠井

私は、
自分の仕事が目に見えるカタチとなることが、
やりがい

どう思いますか?
私は結婚していますし、家事をこなしながら、仕事も頑張って

矢吹 まずは、管理職の方の「意識改革」が必要ですね。一方、社内

矢吹

アンケートの結果を見ていたら、女性従業員の意識が甘いという厳

いきたいと思っています。そうなると気になるのが、将来子どもを

しい意見もありました。
「女性だから」
「男性だから」
と考えるのでは

産んで産休や育休を取ったあとに、元の職場に復帰できるかという

なく、従業員の意識を「男性も女性も同じである」
と変えていく必要

ことです。産休や育休の制度はあっても、
トーホーでは職場復帰の

があるでしょうね。

前例が少ないので、私と同じように不安を感じている方が大勢いらっ

女性の強みを活かすことも大切だと思います。食品スーパー

笠井

しゃるんじゃないでしょうか。
幼児のための勤務時間短縮措置など、育児をしながら仕事を

では女性のお客様が多いので、女性ならではの感性が商品企画や

平松

サービスの提案に必要になってきます。私は女性中心の社内プロ

しやすい制度をみんなが活用するようになれば、もっと職場復帰し

ジェクト
「弁当・惣菜メニュー研究開発委員会」に参加しているのです

やすくなるでしょうね。仕事や家事、育児に対する女性の考え方はさ

が、TPAに参加し学んだことを活かして、
このプロジェクトを率いて

まざまだから、会社としてはそれに対応できるように、幅広くサポー

活性化させていければ、
と考えています。

トできる制度や体制を整えることが必要です。

A−プライス店舗で嘱託従業員として働きはじめ、
今では唯一の女性店長に。大分エリアのエリア
マネージャーとして店舗指導なども行っている。

につながると思います。商品開発プレゼンなどで女性としての意見

吉留

を求められることがあるのですが、それが商品づくりにどう活かされ

マのひとつですものね。まずは、私たちTPAのメンバーが女性リー

りの方の理解や協力が不可欠だと思います。

業務用商品部
グロッサリーグループ

たのかわからないことが多いんです。自分の意見が商品づくりに活

ダーとして必要なさまざまな能力を身につけて、
トーホーを活性化

安河内

安河内 多恵子 （入社14年目）
一般職として入社し情報システム部に配属。現在
の部署に異動したあと、総合職に転換した。

女性リーダーを育成するための「能力開発」もTPAのテー

笠井

あと、
やはり休暇制度の取得や職場への復帰には、上司や周
そうですね。なかには、育休をとりたいという男性従業員も

かされていることが目に見えれば、
やりがいを感じることができると

させていきたいですね。さらには、女性の感性を活かせるプロジェク

出てくるでしょうから、周囲の理解を促すことや、男女関係なく制度

思います。

トの立ち上げやCS（顧客満足）マネジメントの仕組みづくりをして

を活用しやすい環境を整えることが大切ですよね。それに、
これから

いきたいと思います。

高齢化社会が進んでいくことを考えると、介護休暇制度も整備して

平松

A−プライスのような店舗の場合、店舗の売上げが仕事の

そして、
こういった「能力開発」や「仕組みづくり」
「意識改革」

いかなければならないでしょう。

成果と見なされます。努力や頑張りが売上げという目に見えるカタ

矢吹

商品本部 家庭用商品部
商品情報グループ

チに反映されるので、確かにやりがいを感じますね。でも、成果が

の3つのテーマで進めているTPAの活動を通して、男女関係なく能

吉留

こういったトーホーの課題についてTPAでこれまで話し合ってきた

笠井 里英子 （入社6年目）

ちゃんと評価されているかというと、疑問に思うところもあります。

力を発揮し仕事にやりがいを感じることができる職場にすることで、

吉留

従業員満足度の向上をめざしたいですね。

結果や今後の取り組みについて発表しますが、従業員の皆さんに

食品スーパーのメニューリーフレットづくりを担当。
また、社内プロジェクトの「弁当・惣菜メニュー研究
開発委員会（産学共同）」にも参加。

事務職だと、店舗の売上げのように仕事の成果が目に見える

カタチになるわけではないから、
きちんと評価するということはなお
さら大変だと思います。
安河内

私は、一般職から総合職に転換して、実績を求められるよう

ディストリビューター事業部
広域営業部 関西 業務課

になりました。責任は大きいけど、成果を出せばそれが評価され給

矢吹 由美 （入社2年目）

与に反映されるから、やりがいを感じるようになりました。どんな仕

結婚後、
トーホーに入社。営業補佐としてお客様
への食材提案やメニュー提案に携わっている。

事に対しても正当に評価する制度を確立すれば、
すべての従業員が

広報室

吉留 直子 （入社4年目）
入社後人材開発室に配属され、現在は広報室で
社内報の企画・制作や、
メディアに配布するニュー
ス資料の作成などに携わっている。また、TPAプ
ロジェクトの事務局をしている。

仕事にやりがいを感じられるようになるでしょうね。
平松

評価の問題とともに、女性従業員の活用も課題のひとつで

すね。
トーホーの場合、男性の上司が多いし、年配の男性のなかには
まだ「女性は男性の補佐をするもの」
という先入観をお持ちの方もい
らっしゃるから、女性従業員それぞれの能力を見極めてうまく活用で
きていないように感じるときがあります。
「この子はもっと違う仕事を

まだまだ課題がいっぱいですね。1月のシンポジウムでは、

TPAの活動を理解していただき、
「男女ともに能力を発揮して生き

TPAプロジェクトの目的と取り組みテーマ

活きと働ける職場づくり」について考えていただくきっかけになれ
ばいいですね。

目的
1 女性スタッフが男性スタッフと同じように、

いきいきと自分の能力を発揮させ

2「お客様」
と
「会社」
と
「自分の人生」に対して

価値を提供していくことのできる会社を目指す

取り組みテーマ
仕組みづくり

意識改革

能力開発

男女が同様に活躍
できる職場にするた
め、人事制度やキャ
リア 支 援 制 度 など
の仕組みをつくる。

女性の職域拡大や登
用に対する、男性・女
性従業員の理解を深
め、積 極 的に取り組
むことをめざす。

女 性リーダ ー を 育
成し支援する体制を
整備するほか、女性
の 感 性を活かせる
機会をつくりだす。

させたら実力を発揮できるのに」
と思う女性従業員が結構いますね。
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食を通した社会貢献活動
ら

く

の

う

「楽農交流事業」、
一年間の活動をご報告します

レポート

トーホーは2005年4月、兵庫県が進める「食と農を楽しむ
楽農生活」の推進拠点である、
（社）兵庫みどり公社が運営する
「楽農生活センター」の「楽農交流事業」に参画しました。
この事業で当社は、これまで培ってきた食育活動のノウ
ハウを活かし、NPOや地元農業者などと連携して、農作物
の栽培体験や、自然に親しむイベントなど 農 に親しむ幅
広い活動を展開しています。

露地野菜体験コース

食と農を楽しむイベントを開催

環境に配慮した「地産地消」の取り組み

楽農交流事業では、小学生や県民の方を対象に農業体験や自然

トーホーでは「楽農生活センター」を、
地元で生産されたものを地元

とふれあうイベントを実施しています。2005年度は、野菜づくりを

で消費する 地産地消 の役割の一端を担う拠点として考えています。

通して農業と食の大切さを学ぶ「露地野菜体験コース」や、身近な自

そこで2006年10月、楽農生活センター内にレストランをオープン

然である里山に親しみ自然と人間のかかわりを実感できる「里山再

し、
「露地野菜体験コース」で栽培・収穫した野菜や地域で獲れた食材

生塾」を実施。そのほか、親子で

を使った料理をご提供する予定です。そして2007年には、楽農生

参加できる「森の遊び塾」や「食

活センター内に農産物の直売所を設ける計画で、
これによって 地産

と農の小学校」を開催し、普段の

地消 を実現できると期待しています。

生活では経験できない農体験や

「露地野菜体験コース」で収穫した野菜は、参加者の皆さんに十分

自然体験を心から楽しんでいた

にお持ち帰りいただくとともに、それ以外の野菜を当社の食品スー

だきました。

里山再生塾
（竹ですべり台を製作）

生活センターで自信を持ってつくった減農薬有機栽培の野菜は、
ど

2005年度の開催イベント
コース名

内容

参加者数

露地野菜
種まきから苗の定植・育成・収穫まで、野菜づくりのす 延べ363名
体験コース べてを体験し、野菜づくりに必要な基礎知識を習得。 （全12回）
里山再生塾

荒れた里山を美しく再生するため、下草刈りや間伐を 延べ123名
するほか、ベンチやツリーハウスなどを製作。
（全12回）

割った竹を使った流しそうめんや、拾った薪での飯ご 延べ242名
森の遊び塾
う炊飯など、
親子で絆を深めながら自然体験。
（全4回）
食と農の
小学校

パー店舗で販売し、遠方にお住まいの方にもご提供しました。楽農

農産物の収穫や、地元農家の先生による
「不思議な野
62名
菜のおはなし」の勉強会など、親子で食と農を学習。

れも丸々と健康的で、大変好評でした。

地産地消サイクル
社団法人 兵庫みどり公社
「楽農生活センター」
二次処理をして
有機堆肥の完成
（契約農家）

Voice 「露地野菜体験コース」参加者から
幼い頃から両親が家庭菜園をしており、野菜づくりに興味がありまし
子どもが野菜好きになればと思ったからです。参加して野菜づくりの基礎
が身についたおかげで、
家庭菜園にはたくさんの夏野菜ができました。毎
日の収穫を日課にしていた子どもは、
いつのまにか嫌いな野菜を「おいし
い」
と言って食べるようになり、
はじめはいやがっていた参加も「次は何を
植えるの?」
「畑にいつ行くの?」
と楽しみにするようになりました。私も野
菜づくりの苦労や収穫の楽しみを感じることができてよかったです。
今年もまた参加しようと思っています。
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参加者の松久様

直売所
レストラン

食品廃棄物を活用する
循環型リサイクルシステム
トーホー

生ごみ処理機で
一次処理

作る喜びを味わうことで
子どもが嫌いな野菜を食べるようになりました
た。このコースに参加したのは、
野菜づくりの知識を習得したかったのと、

現地で消費

農作物を栽培

ざんさ

食物残渣

スーパー店舗
にて販売

メーカー様との共同で食育に取り組む
楽農交流事業では、
メーカー様にもご協力いただいています。
「露地
野菜体験コース」では、
カゴメ㈱様のオリジナ
り

り

こ

ルトマト「凛々子※」を栽培。月1回のカゴメ㈱
様の生育検査のお陰もあり、真っ赤に熟した
「凛々子」
を収穫することができました。
※「凛々子」は体験者用のみの栽培です。

コーポレート・ガバナンス
透明性・効率性の向上と、経営監視の強化に取り組む

健全な企業活動とコンプライアンスを徹底するため
コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます

個人情報の保護・管理に全社で取り組んでいます

トーホーは健全な企業活動とコンプライアンスを徹底するため

約60万人の会員様を抱える業務用スーパー「A−プライス」や、

コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおり、社外取締役2名

オンラインショップなどを運営しているトーホーにとって、個人情報

が参加し、指名分科会と報酬分科会によって構成されるガバナンス

の保護・管理は重要なテーマです。

委員会を設置し、報酬や人事の公平性を高めています。2005年1

2004年8月に、個人情報管理責任者を選任するとともに、
「個人

月末現在、10名の取締役のうち社外取締役を2名、監査役4名のう

情報管理委員会」を設置。同年10月には「個人情報保護方針」
「情

ち社外監査役を2名を採用しています。

報セキュリティ方針」を制定しました。また2005年3月には、各事業
部に対して、
「個人情報管理」に関する規定マニュアルや教育ビデオ

コーポレートガバナンス体制

などを用いた教育を実施し
ました。今後は、内部監査や

経営監視

従業員教育を徹底し、プラ

株主総会

イバシーマーク※ の取得を
独立監査人

めざします。

監査役会

※プライバシーマーク : 「個人情
報保護に関するコンプライアン
ス・プログラムの要求事項(JIS

内部統制・業務執行

取締役会

経営方針・戦略の決定、業務執行の監視

内部統制

監査室
倫理委員会

ガバナンス委員会

Q15001)」を満たした企業に対

経営戦略会議

して、第三者の立場から与えられ
たマーク。

業務執行

代表取締役会長
「個人情報」
に関する文書と教育ビデオ
代表取締役社長

リスク管理委員会
執行役員

執行役員会
グループ経営会議

各事業部門
連結子会社

「食の安全」をはじめ、
全社横断的なリスク管理体制を整備しています
トーホーでは、現在4つの分科会を統括する「リスク管理委員会」
と、その重要性から独立組織としている
「食品安全衛生委員会」、
「個
人情報管理委員会」を中心に全社横断的なリスク管理に取り組んで
います。2006年度には社内での情報共有を目的に、当社の事故事

企業倫理の遵守を基本にしたコンプライアンス
トーホーでは、2001年、経営理念・企業倫理・法令遵守の精神を
全社に定着させるため「倫理委員会」を設置しました。また、それ
に加え「倫理行動規範」を制定し、全従業員へ周知するとともに、
2002年2月からは、社内イントラネット上に従業員が投稿・報告で
きる仕組みとして「倫理投書箱」を設置しています。2005年度、
「倫
理投書箱」に寄せられた苦情は8件でした。
今後は、さらに従業員の意識を高めるため、携帯できる社内規定
小冊子の作成を検討しています。

例と2006年度の活動計画をまとめた「2005年度委員会活動報
告書」を発行する予定です。

リスクマネジメントのための全社横断委員会
食品安全衛生委員会

食品に関する法令遵守、社内安全衛生体制の強化、
社員教育活動及び危機発生時の初期対応体制を
確立する

個人情報管理委員会

個人情報保護法対応とそれに係るコンプライアンス・
プログラムの計画実施・教育・モニタリング及び
情報セキュリティ対策等を行なう

災害の未然防止対策及び発生時の被害を最小限に
防火防犯管理・
リ 災害対策推進分科会 抑える対策を立案する
ス
ク 交通安全推進委員会 交通安全の推進を図るため、車輌の適正な管理や
運転技術の指導教育を計画実施する
管
理
法令の遵守及び、
よりよい労務環境づくりを検討し、
委 労務管理分科会
推進する
員
会
お客様からのクレーム対策、近隣対策、騒音・悪臭の
クレーム対策分科会
防止策などを検討し、
マニュアル化する
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生産国と
フェアトレードを推進し、開発途上国の生産者を支える

公正な貿易で、「安心・安全」で「美味しい」
コーヒーを提供しています

ネパール産コーヒーの輸入を開始しました

トーホーは、
「1杯のコーヒーによる身近な国

トーホーでは、2003年3月から、日本では珍しいネパール産コー

際協力」というフェアトレードの趣旨に賛同し、

ヒーの輸入を開始し、
「ロイヤルエベレストコーヒー」として販売してい

2003年度からグァテマラ産の有機栽培フェ

ます。ネパール産コーヒーは、その温暖な気候とヒマ

アトレードコーヒーを発売しています。そして

ラヤからの涼しい風、肥沃な土地で育まれた、
やわらか

2005年3月には、
エチオピア・イルガチェフェ村

でほどよい甘味と上品な味わいを持つコーヒーです。

のコーヒー豆を使ったA−プライス有機栽培珈

しかし、ネパールのコーヒー産地は大変貧しいのが現

琲モカ
「イルガチェフェ」の発売を開始しました。
A−プライスはプロのお客様を相手にしている

有機栽培珈琲モカ
「イルガチェフェ」

ため、
「安心・安全」
「美味しさ」へのこだわりははずせません。フェアト
レードでありながら、
「安心・安全」を確保した有機栽培で、
しかも「美味
しい」モカ・コーヒー豆を探し出すまでには、
大変な労力を要しました。
当社では、
ブラジル政府公認のコーヒー鑑定士「クラシフィカドー
ル」がコーヒー農園に赴いて、土壌や気候、栽培・精製・保存方法から
豆の色・形・味覚までを厳しくチェックします。また契約するコーヒー
豆は、
すべてウォッシュド式※で精製しているものに限定しています。

状です。そこで当社では、生産活動への支援や適正価
格での輸入を継続することで、生産者の生活向上と市
場の活性化に貢献したいと考えています。
ネパール産「ロイヤルエベレストコーヒー」

Voice 輸入代行社 代表から
ネパールコーヒーの生産支援と
市場拡大への協力を期待します

ネパールコーヒーは、
ビルマの僧侶が持ち込んだ豆（種子）
を裏庭に

エチオピアでは、
コストと手間がかかるウォッシュド式を採用している

植えてから、
約60年の歴史を持つ。しかしながら、
商品として国際市場

のは全体のわずか5%。そのなかから、徹底した管理を必要とする有

に紹介されてからはまだ10年しか経過していない。

機栽培のJAS認証を取得している農園を探し出すのは至難の業で
した。このような当社の厳しい基準をクリアしたイルガチェフェ村の
コーヒー豆だけを使用して「イルガチェフェ」は開発されたのです。
今後も、当社では「安心・安全」で「美味しい」フェアトレードコー
ヒーを商品化し、
フェアトレードの
普及・啓蒙に取り組んでいきます。
※ウォッシュド式 : コーヒー豆の精製（実
から生豆を取り出すこと）
には主に乾燥
式と水洗式（ウォッシュド式）の二種類が
ある。ウォッシュド式は、収穫した実を水
洗いし発酵させて果肉などを取り除く
方法で、一般的に未熟豆などの混入が
少なく、外見・品質に優れたものとなる。

標高1,000m以上の高地で生産された香り豊かで味わいよいコー
ヒー豆の生産量は、ネパール全体で約250トンにまで拡大した。これ
までネパールでは天日乾燥式コーヒー豆の生産が主流であったが、3
年前トーホーが現地でウォッシュド式コーヒーの生豆を見出し、生産指
導を行った。その指導を受けた生産者とトーホーが一体となって取り
組んだ結果、
2005年のトーホー向け輸出は5トンまで成長した。
厳しい規格・味の検査指導を受け高品質な生豆生産を継続することで、
ネパールコーヒーが市場で認知され、
また生
産者の生活レベルを向上させる産業として発
展することを希望する。
トーホーには現地の生
産支援、
市場拡大に協力していただきたい。
ミスティック・ヒマラヤ社
代表 ジェビン・マン・シュレスタ様

コーヒー豆の収穫

フェアトレードの契約・生豆・商品のフロー
フェアトレード（公正な貿易）は、
「生産
国としての権利を保障すること」を目的
に 1960 年代にヨーロッパで始まった
活動です。不公平な貿易ルールによって
相場以下の価格で取引せざるを得ない
開発途上国の生産者の現状に対し、価
格の最低ラインの保証や中間業者を通
さない直接取引、一定期間の買い入れ
などを推進することで、開発途上国の生
活の向上と自立をめざしています。
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生産者

お金の流れ

生豆の販売

生産者登録

貿易業者

生豆の販売

輸入者契約
FLO※

生豆・商品の流れ

トーホー

商品の販売

契約関係

消費者

ライセンス契約

販促広報

フェアトレード・ラベル・ジャパン

日本のフェアトレード組織
※ FLO（Fairtrade Labelling Organizations International）
：
1997 年に、世界各国にあるフェアトレードラベル運動
組織がひとつにまとまり、グローバルスタンダードの確
立をめざし、設立された国際ネットワーク組織。

100% フェアトレード原料を使
用することでフェアトレードラベ
ルを使用することができます。

生産者、同業他社と
公正な取引を前提に、協力体制を強化する

「安心・安全」
「健康」
「環境」に配慮した商品を
トップメーカーと共同で開発しています。

自社ブランド商品の製造委託先は、
厳格に選定しています

トーホーは「安心・安全」
「健康」
「環境」
に配慮した商品をトップメー

トーホーの自社ブランド商品は、企画開発を自社で行い、製造は外

カーと共同で開発しています。お客様の生の声を商品開発に活かし

部に委託しています。委託先の選定にあたっては、バイヤーと品質

て産地やメーカーを厳選し、原料、製法、鮮度、そして身体への優しさ

管理室員が委託先候補企業を訪問し、
「工場点検チェックシート」を

にこだわった「高品質」で「おいしい」商品づくりをめざしています。

使って厳格に審査しています。

現在、ディストリビューターをメインとした業務用ブランド「イースト

2006年1月末現在、製造委託先は、国内外を含め105社あります。

ビー」、A−プライスの「スマイルシェフ」、食品スーパーの「くらしア

既存の製造委託先に対しては、衛生点検を実施し、食品安全衛生委員会

イ」
を展開しています。

が作成した評価基準に基づき評価しています。2005年度は延べ58回

「安心・安全」
「健康」
「環境」に配慮した自社ブランド商品
スマイルシェフ
「からし酢みそ」
小規格化(1kg→
500g)で使いや
すく、包装素材が
アルミからプラス
チックとなりリサ
イクル可能。

の衛生点検を実施しました。2006年度は、製造委託先に対する点検頻
度などについて方針を定め、計画的に点検を実施する予定です。

イーストビー
「有機大豆使用小粒納豆」
遺伝子組み換えを
していないJAS認
定の中国産有機
栽培大豆を使用
し、冷 凍タイプで
無駄も少ない。

製造委託先との公正な取引に努めています
トーホーは、製造委託先に対して公正な取引を徹底しており、商品部
の仕入れ担当者に（財）公正取引協会主催の「下請法に関る講座」を計
画的に受講させています。一方海外の仕入先とは、遵守すべき日本の
法律や基準を盛り込んだ「国内法の遵守条項」や、食品事故に対する責

全国の外食産業のお客様のニーズにお応えする
業務用卸会社5社による業務提携

任体制を明確にした「食品事故発生時の損害賠償責任条項」などにつ
いて明記した取引基本契約書に則り契約しています。2005年度は中
国とスペインの仕入先各1社と取引基本契約書に則り契約しました。

トーホーは、2001年5月、外食産業向け食材販売卸の同業であ

また、取引開始後に海外と交渉すると、商習慣・文化の違いにより

る㈱久世、服部コーヒーフーズ㈱の2社と業務提携し、2003年3月

難航することも多く、今後、新規仕入先とは取引開始前に充分打ち

には、㈱トミヤコーヒー、
ワルツ㈱の2社※を加え、業務提携グループ

合わせするよう改善しました。

「トーク会」を発足しました。
当社は主に西日本を中心に事業を展開していますが、各地にネッ
トワークを持つ同業との業務提携によって、日本全国のお客様の
ニーズに合致した商品・サービスの供給体制や、災害などの非常時
を想定した安定的な供給体制の構築が可能になりました。
「トーク会」では、共同ブランド「トリーゼ」を立ち上げ、各社の強み
を活かし高品質な業務用商品を共同開発しています。

Voice 商品の製造協力メーカー様から
日々お客様に接するトーホー様の知見を活かし
商品づくりで貢献していきたい
「安心・安全」
「健康」
「環境」を商品開発の基本コンセプトにされてい
るトーホー様とともに、お客様にご満足いただける商品づくりを、
日々、
めざしています。多岐にわたる業態の外食産業のお客様に満足いただ

2005年度は、
「トリーゼ」の新商品として、ニュージーランド産

ける「品質の安定と美味しさ」を実現しなければ意味がないため、
トー

サーロインステーキに鹿児島和牛の牛脂を閉じ込め旨味を増した

ホー様の知見を取り入れ、お店の業態・店内オペレーションなどを十分把

「牛ロース」を開発・販売しました。
「トーク会」は今後も、
「トリーゼ」
の新商品開発など各社の利点を活かし外食産業のお客様のニーズ
にお応えしていきます。

握した上での商品づくりに努めています。
商品の開発にあたっては、
トーホー様に主原料の産地まで実際に足を
運んでいただき、その安全性や品質をチェックしていただいています。
こうして、お互い緊張感をもって、切磋琢磨の末、合格をいただいた商

※㈱トミヤコーヒーとワル
ツ㈱は、2005年10月、
共同仕入会社である㈱
隗コーポレーションを持
株会社とし、それぞれ事
業会社として存続する
体制に移行しています。

品のみ世の中に出る仕組みとなっています。
弊社は、実際に外食産業のお客様と接して
いるトーホー様の知見の深さに対して、商品
づくりで貢献していきたいと思います。

トリーゼ新商品
「牛ロース」

日本水産株式会社 商品開発センター
水産品加工品課 金柱 守様
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お客様のために
食の「安心・安全」を第一に、顧客満足度向上をめざす

ディストリビュ ー タ ー 事 業

食の安全衛生を確保し、
お客様が安心できる体制を整備しています

社内事業所の衛生点検と
国内外の製造委託先工場の衛生点検を強化しました

米国産牛肉の輸入再開・中止への対応

トーホーは、安 全で安 心できる食 品 の 提 供を徹 底するため、

トーホーは食の安全性を確保するため、品質管理室が中心となっ

2003年12月に米国内でBSE感染が疑われる牛が確認された

2000年8月に全社横断組織「食品安全衛生委員会」を発足しまし

て、
ディストリビューター各事業所、A−プライス・食品スーパー各店

ことを受けて禁止されていた日本への米国産牛肉の輸入が、2005

外食産業のお客様に、
安全で高品質な業務用食材をお届けしています

た。当委員会は「お客様の健康保護を目指した食品の安全体制の強

舗、
コーヒー工場や食肉加工工場などの社内工場の衛生監査を実施

年12月に条件つきで再開されました。これに先駆け商品本部では

トーホーは1947年から、
レストランやホテルなど外食産業のお

化」
「危機発生時の初動体制の確立」
「食品衛生に関する社員教育の

し、商品の期限管理や保管・陳列状況、作業場の衛生状況などを点検

食の「安全性」と
「品質の確保」を第一に2005年11月から米国の

客様に対して食材をお届けするディストリビューター事業を展開し

確立」を主な目的としており、2005年度は延べ5回開催し、店舗や

しています。なお点検結果は、各店舗や営業本部に報告し、問題があ

パッカー（食肉処理工場）の現地視察を実施し履歴管理をしっかりと

ており、現在はあらゆるジャンルに対応する約9万アイテムの業務

事業所の衛生点検結果の評価や改善指導の方法などについて審議

れば改善策を指導するシステムになっています。

取ることができるパッカーを厳正に選別しました。2006年1月に米

用食材を取り扱っています。外食産業のお客様と当社のホストコン

国産輸入牛肉からBSE危険部位が発見されたために計画を中止しま

ピューターはオンラインで結ばれており、お客様から商品を一括受

しました。さらに、
「食の安全」についての従業員教育を延べ30回実

また、国内外の製造委託先工場についても衛生状態を点検して

施し、
「食品衛生法」
「JAS法」などの食品に関する諸法規の概要、諸

います。不備があった場合

した。一連の経緯や当社の方針などの情報は、業務用商品情報を毎

注すると、44営業拠点と4物流拠点から迅速にお届けすることが

法規に違反する絶対禁止行為、
違反事例などを周知徹底しました。

は指摘し、再点検を実施す

月伝達する「商品市況」に掲載し、ディストリビューター事業部とA−

できます。また、品質に見合った適正な価格で公正な取引を行って

ることで是 正されている

プライス事業部とで共有し、お客様へのご説明に努めました。なお、

います。

基準を策定し、製造日の表記方法の統一や栄養成分の表示などに取

かどうかを確認しました。

現在食品スーパーで取り扱っている牛肉の90%が国産、10%が豪

り組む予定です。

2006年度は、社内事業

州産およびタスマニア産です。

2006年度は、食品表示の適正化を図るため、当社としての表示

また、当社では食品事故が判明したとき、お客様の安全や健康保

所と国内外の製造委託先

護を最優先し、迅速かつ適切に対応して被害拡大を防止できるよう、

工場の衛生管理をさらに

事故の状況に応じどのような対処をするのかなどを細かく設定した

強化していきます。

危機管理体制を構築しています。

各営業拠点には食品を病原細菌や異物混入から守る「密閉式ドッグ
シェルター」を設置し商品特性

食品スーパーでの品質巡回点検

商品の安定供給をめざして、
取引産地の開拓に努めました
自然災害や天候不順、BSEや鶏インフルエンザといった予期せ
ぬ事態は、品不足、品質低下、価格高騰など市場に大きな影響を与

残留農薬等のポジティブリスト制の実施に備え、
検査体制を強化しています

産地情報を積極的に提供しています

トーホーの品質管理室では、
自社ブランド商品や仕入れ商品、原材

トーホーは、
「お客様への積極的な商品産地情報の提供」に取り

料などの微生物検査・理化学検査を実施することで、食に対する安全

組んでいます。野菜や牛肉・鶏肉・豚肉などの生鮮食品、
自社ブランド

トナム産も検討中です。2005年度は鶏肉の産地開拓のため、米、

性を強固なものにしています。

商品については、
バイヤーと品質管理室の担当者が産地や製造委託

豪州、タイの3カ国を訪問しました。今後もさらなる安定供給の充

先に赴いて品質調査を実施し、産地や管理情報を蓄積しています。

実を図っていきます。

2006年5月29日より施行される残留農薬等のポジティブリスト

法律上の義務はありませんが、外食産業のお客様がメニューに産地

ます。そこで2005年度は、2003年度に導入したガスクロマトグラ

表示をする際、役立てていただけるよう、鶏からあげなどの自社ブ

フ質量分析計※2による残留農薬の検査項目を倍に増やすとともに装

ランド商品についても、原材料の原産地表示をしています。
なお、食品スーパーでは地産地消の取り組みを進めており、六甲

の導入に備えました。また、
輸入品の品質検査も強化しました。

道駅前店ではオープン当初から「地場産野菜」
と銘打って、産地を明

※1ポジティブリスト制 : 基準が設定されていない農薬等が一定量を超えて残留す
る食品の販売等を原則禁止する制度。
※2ガスクロマトグラフ質量分析計 : 揮発性の有機化合物の定性・定量を目的とし
た分析装置。残留農薬、食品添加物、香気成分等の測定が可能。

記した野菜を販売しています。地場産野菜は、地元で生産するため
高い鮮度のままお客様にご提供することができます。今後は他店舗
でも地場産野菜の販売を広げていく予定にしており、産地の開拓に
取り組んでいきます。

数パッカーより仕入れています。また、中国からも仕入可能でありベ

Topics 対面形式のアンテナ店舗
新業態「野菜市場 百菜」をオープンしました
2005月11月1日、食品スーパー西代店は、新業態のアンテナ店舗
「野菜市場 百菜」
としてリニューアルオープンしました。
「百菜」は、対
面形式で野菜・青果を中心に販売しています。
「百菜」の特徴は、高鮮度の商品を主体に規格外の商品も導入して、

徹底をめざし、食材に応じた保
存管理をする
「多温度帯管理」
を実施しています。

外食産業のお客様に食材を配送

展示商談会では、店舗経営をサポートする
メニュー提案や情報提供を行っています
ディストリビューター事業部では、A−プライス事業部と共催で、外
提供するため、定期的に展示商談会を実施しています。2005年度
は9月から11月にかけて、
福岡・大分・大阪・沖縄の4会場で開催し、
延
べ9,736名のお客様にご来場いただきました。東京農業大学・小泉
武夫教授が提唱する
「日本人が忘れてはいけない四つの食べ物」で
ある、海藻類・根茎類・魚・豆類を使ったメニュー提案コーナーが大変
好評でした。
また、2006年2月に神戸で開催された春の展示商談会では、
新し

お客様にお喜びいただけるような価格で販売していること。お客様の

い試みとして、
健康と環境に配慮するLOHAS※の考え方に沿った各種

「美味しくて安い野菜を買いたい」
というニーズにお応えして、
このよ

スイーツメニューを提案するコーナーを設けました(関連記事P22)。

トーホーでは今後、
「百菜」の店舗展開を拡大していく予定です。

食品を安心して購入して

を実施するほか、品質管理の

食のトレンドや新商品情報など外食産業のお客様に役立つ情報をご

うな新業態の店舗を実験的にオープンすることとなりました。

これからも、お客 様に

に合わせた「ゾーニング管理」

えます。
トーホーは安定供給のため取引産地を開拓し、複数産地を
確保しています。例えば枝豆は台湾産とタイ産があり、台湾産は複

制※1では、
基準が設定されていない農薬の残留は原則的に禁止され

置を使用する検査員のスキルアップ研修を実施し、
ポジティブリスト制

商品の安全性には細心の注意を払っており、HACCPに対応した

※LOHAS(lifestyles of health and sustainability) : 環境と健康の持続を
志向するライフスタイルのこと。

いただけるよう、食品のト
レー サビリティ※ に取り
組んでいきます。

ガスクロマトグラフ質量分析計
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※トレーサビリティ : 食品の原
料産地から加工流通を経て販
売に至るまでの履歴を明確に
追跡・遡及する仕組み。

地場産野菜

「野菜市場 百菜」

野菜・青果を中心に販売

展示商談会

「日本人が忘れてはいけない食材」コーナー
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お客様のために

A −プ ラ イ ス 事 業
「プロ向けの食材」だから、特に
「安心・安全」に配慮した商品開発に努めています
A−プライスは、
プロのための業務用食材を店頭で販売する卸売

食品スーパー事業
一般のお客様が気軽に食材をお求めになれる
健康で安心な「地域の冷蔵庫」です
トーホーの食品スーパーは、
「安全・安心な地域の冷蔵庫」をコン

り店舗（キャッシュ&キャリービジネス）のわが国初のビジネススタイ

セプトに、地域のお客様が自転車や徒歩で気軽に食品をお買い求め

ルを構築し、全国展開を進めており、2006年1月末時点で、関東・関

になれるよう、駅前を中心に地域密着型の店舗展開をしています。

西・中四国・九州地区に90の店舗網を展開しています。

閉店時間を23:00に設定している店舗もあり、生鮮食品をはじめ必

和・洋・中の幅広い品揃えと、
「安心・安全」
「健康」
「環境」に配慮し、
業界基準を大きく上回る当社独自の商品基準をもとに国内の一流

要な商品を必要なときにお求めいただけます。
食品スーパーのお客様は、多くを女性の方が占めているため、

メーカーによって開発された自社ブランド商品群は、
「食の安全」を

2005年8月に出店した本多聞店では、店舗計画に10名の女性従

追求される外食産業のお客様からご支持いただいています。また、

業員が参加し、女性ならではの意見を店舗づくりに取り入れ、女性の

直輸入商品についても、生

お客様でも安心して車を停めていただけるよう駐車場の幅を広く

産農家・農場・牧場を視察し

取っています。

トレーサビリティを確保し

食品スーパーでは今後

た商品のみを取り扱ってい

も、お客様に安全で安心で

ます。

きる食品をお届けするとと
もに、女性従業員の意見を
A−プライス店舗

積極的に取り入れ、きめ細
やかな店舗づくりとサービ

店舗経営に役立つ最新情報を
提供しています

スをめざしていきます。

食品スーパー本多聞店

くりの相談に応じるなど、
きめ細やかなサービスを提供しています。

お客様の声を商品開発や店舗運営に
活かしています

さらに、会員のお客様にはポイント制で特典を提供するとともに、新

食品スーパーでは、お客様の意見を活かした商品の開発や改善を

商品やメニュー提案を掲載した年4回発行の情報誌「フードニュー

しています。2005年度は、お客様の健康への関心の高まりを反映

ス」や食材情報配信サイト
「A−PRICEどっとこむ」によって最新情報

させて、化学調味料や酸化防止剤、着色料が無添加のポテトサラダ

を発信するなど、
サービスを充実させています。

を開発しました。

A−プライスでは、食材を提供するとともに、お客様のメニューづ

また、全 店にコーヒーが試 飲でき

また、六甲道駅前店や志染駅前店などの大型店では、
さらなるお

るカウンターを設置しているほか、食

客様の満足度向上をめざし、
「モニター会」を実施しています。
「モニ

材の調理が可能なミニキッチンも順

ター会」では、お客様モニターが各店舗に2カ月に1回集まり、意見

次、設置を開始しています。

交換や自社ブランド商品の試食をしています。この会には営業本部
試飲カウンター

の担当者や店長も出席し、いただいたご意見は吟味した上で、店舗
運営に活かしています。
また、全店舗では「CS運動（お客様満足運動）」を展開。
「新鮮な商
品の品揃え」
「買い物をしやすい売り場づくり」
「お客様に喜んでい
ただける店づくり」に取り組んでいます。
2006年度は、お客様のニーズにお応えして、地産地消商品の販
売の拡大や品揃えの充実を予定しています。

フードニュース
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株主・投資家のために
迅速・正確な情報提供を推進する

株主・投資家の皆様と
コミュニケーションの充実に努めています

配当性向と株主資本の額を勘案しながら
弾力的に利益配分を決定します

トーホーは、株主・投資家の皆様を重要なステークホルダーと位置

トーホーでは、長期にわたって事業活動を継続していくためには、
事業のリスクを負担する株主に対し、そのリスクに相応しい利益を適

づけ、
コミュニケーションの充実に努めています。
株主の皆様に対しては、年2回（4月、10月）に株主通信「toho

正に配分することが重要だと考えています。それを具体化するため、

way」を発行しています。
「toho way」ではトップメッセージをはじ

ROE
（Return on Equity : 株主資本利益率）
の目標値を掲げ、
ROE

め、当社の活動状況やトピックス、決算情報などをわかりやすく掲載

の向上に努めています。

しています。また、4月の「toho way」には「株主様向けアンケート

株主に還元する配当額については、安定配当を基本としています

はがき」を添付しており、いただいたご意見・ご感想は各関連部署で

が、配当性向や事業活動を安定的に継続する上で維持すべき適正

検討し、それぞれの事業活動に活かしています。

な株主資本の額を勘案しながら、ある程度弾力的に決定していきた

個人投資家の皆様に対しては、
各地で会社説明会を開催
（不定期）

いと考えています。また、自社株取得による利益の還元も選択肢の
ひとつとして考え、機動的に対処しています。なお、2005年度の配

していますが、今後さらなる充実を図りたいと考えています。
機関投資家、アナリストに対しては、中間・年度決算発表時に、大
阪、東京で決算説明会を開催しています。取材のお申し込みに対し
ても積極的にお受けするようにしているほか、年に数回、個別訪問も
実施しています。
このほかホームページには、
トップページにトーホーの最新情報
を、IRサイトには、財務情報や月次売上高の状況などを掲載していま
す。また、
サイト上に株主・投資家様をはじめとする多くの方からご意
見をお受けできるようにお客様窓口を設けており、
このお客様窓口

当金額は、
「決算短信」
「toho way」をご参照ください。

Topics 2005年の株主総会
業績説明を分かりやすく行うため
株主総会を「ビジュアル化」しました
トーホーは、第52回株主総会を、2005年4月27日神戸ポートピ
アホテルで開催し、昨年から29名増加した219名の株主様に参加
いただきました。従来、営業概況の報告は、経営層が口頭で行ってい

やお電話でいただいたお問い合せに対しては、迅速な回答に努めて

ましたが、
今回からより理解しやすいものとするため、ナレーション入

います。

りのビデオを用いて報告しました。多数の株主様から
「大変わかりや
すかった」
というお言葉をいただき、2006年もビデオによる報告を
継続する予定です。
また当日は、
「トーホーのCSRへの取り組みについて」
というテー
マで会社説明会を開催し、当社のCSR推進体制や、
トレーサビリ
ティの取り組みなど具体的な活動状況を報告したほか、休憩時間に
は当社のフェアトレードコーヒーを株主様に試飲いただきました。

「toho way」vol.8

IRサイト

所有者別株主数

所有株数別株主数
1万株以上
162名

10万株以上
32名
1,000株未満
265名

1,000株以上
5,658名

外国法人等
21名

金融機関
49名

証券会社
13名

その他の法人
252名

合計

合計

6,117名

6,117名
個人・その他
5,782名

株主総会で使用したビデオ映像
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地域社会と

従業員と

食を通した社会貢献と、対話に取り組む

「食を通した社会貢献」を
活動の基本方針としています

「生き活き」と働ける職場環境づくりを進める

「企業は人なり」に基づき
人格を重んじた雇用をめざします

従業員一人ひとりの成果や能力を
正当に評価しています

トーホーではこれまで「食を通して社会に貢献する」
という経営理

トーホーでは、
「企業は人なり」
という経営方針のもと、従業員一人

トーホーでは、2000年2月に「安全衛生委員会」を設置し、従業

トーホーの人事制度は、従業員が積極的に仕事に取り組むことが

念に基づき「食農」
「震災復興の支援活動」
「メセナ活動」
といった社

ひとりの人格を重んじ、出身、学閥、門閥にとらわれることなく、実力

員におよぶ危険性や健康障害について調査を実施し、その結果を月

できること、一人ひとりの成果や能力を正当に評価することを基本と

会貢献活動を行ってきました。

主義に基づいた雇用を実施しています。

1回以上開催している委員会で審議することで、職場の潜在的な危

しています。

2005年4月から「楽農交流事業」
（P9参照）
に参画し、
これまで

障害者については、2005年度末時点で52名を雇用しており、障

培ってきた食育活動のノウハウを活かし、
農作物の栽培体験や里山で

害者雇用率は1.95%と、法定の1.8%をクリアしています。今後も

の自然教室を開催し、土や自然に触れることで「食育」
「食農」活動を

障害者の雇用促進に努めていきます。

さらに推し進め、
地域の皆様との交流を深めています。

トーホーは1998年度からコーヒーの共同研究を行っている中村
学園大学において、
「フードマネジメント〜食品流通業における会社
経営について〜」をテーマに、2005年9月から2006年1月まで計

2005 年度事業部別従業員の内訳（延べ人数）
新規事業開発部 3名

男性合計

食産業事業」
「健康との取り

新規事業開発部 17名

本社管理部門 55名
商品本部 128名

コーヒー部 7名

ディストリビューター
事業部
350名

A−プライス
事業部
843名

1,732名

食品スーパー
事業部
369名

経営理念とキーワード」
「外

商品本部
138名

A−プライス
事業部
281名

当 社 会 長 や 社 長 をはじ
者などが、
「食品流通業の

本社管理部門
92名

コーヒー部 8名

12回にわたり講義を実施しました。
め、役員や関係部署の責任

女性合計

ディストリビューター事業部
841名

食品スーパー
事業部
1,085名
注）
嘱託・パートタイム等含む

材開発と海外戦略」などに
ついて学生に講義しました。 中村学園での講義

大学生からCSRについての取材を受けました

1991年度から採用している
「目標管理制度」では、
まず当社の目
標をそれぞれの従業員に伝達し全従業員の目標・意志を統一した上
で、各従業員がそれぞれの目標を設定し達成をめざします。そして、
2月と8月の年2回、目標の達成度、成果をもとに「発揮能力」
「仕事

効率的な業務でグッドカンパニーをめざす
「BIGプロジェクト」

の状況」
「管理能力」の3つの観点から評価し、給与・処遇に反映して
います。
また、自己申告制度や公募制のプロジェクトの発足など制度や仕

トーホーは、2004年1月から、仕事を効率的に行いグッドカン

組みを整備し、年2回の人事考課面接でコミュニケーションを図るこ

パニーの実現をめざすBIG（Business Improvement to Good

とで、従業員が適材適所で能力を発揮でき、モチベーションを向上

company）
プロジェクトを開始し、事業部ごとの重点施策に基づき、

できるよう配慮しています。

業績を維持・向上させつつ労務環境の改善をするための方策を検討
してきました。各事業部での業務改善プロジェクト
（ディストリビュー

2,485名

女性従業員が働きやすい職場づくりのために

組み」
「コーヒーと文化」
「食

2005年度は、当社が全従業員に対して実施している定期健康診

また、希望者を対象に一定の条件を満たした定年退職者の再雇用
していく予定です。

中村学園で「フードマネジメント」についての
講義を実施しました

険性の低減と従業員の安全衛生の向上に努めています。
断と特殊健康診断に血液検査を加えレベルアップを図りました。

を実施しており、今後は次世代に技能を継承する制度の導入も検討

プロジェクト、A−プライス事業部のAP−PLプロジェクト）
と連携を

個人の立場に応じた
研修制度と通信教育を実施しています

とりながら、
「BIGプロジェクト」の最終答申の推進と定着を図ること

トーホーでは、階層別研修や個々の立場に応じて必要とされる知識

ター事業部の3M−プロジェクト、食品スーパー事業部の3M−HOP

で、着実に労務環境の改善に努めます。

や技能を修得できる研修プログラムを揃えています。2005年度は、
新入社員研修にCSRについての講話を取り入れました。

営業車の交通事故防止に取り組んでいます

トーホーは、
女性従業員が働きやすい職場づくりをめざし、
子どもが

また、2004年6月から、約1年にわたり次世代の経営幹部を育成
する
「トーホー経営塾」を開始しました。第1回目では、45歳から50
歳までの延べ20名が、単に知識を学ぶだけでなく具体的な課題を

1歳6カ月を過ぎた保育所入所年度末日までの育休を認める「育児

多くの車両を有し外食産業のお客様に商品を配送するディストリ

取り上げて議論しながら実践的な運営ノウハウを吸収しました。第2

休業制度」や、
「子の看護休暇制度」の適用期間を小学校4学年の始

ビューター事業部では、営業社員の交通事故防止が重要なテーマと

回目は、2006年2月から、さらに若い年齢層を対象にスタートし

期に達するまでにするなど、法定基準を上回る制度を設けています。

なっています。そこで、交通安全推進分科会を中心に交通事故を防

ました。

さらに、2005年10月からは「トーホー・ポジティブ・アクション推進

止するため、新入社員を対象とした外部研修施設での実技訓練や、

プロジェクト」を開始しました
（P7‐8参照）。また、
セクシュアルハラ

全事業所で独自に制作した「教育ビデオ」を使った講習会を実施。さ

ドバイザー」
「コーヒー鑑定士」などの通信教育を斡旋しています。

を読んだ大学生から2件の取材を受けました。10月に
「グリーンコン

スメントについては、従業員が通報できる仕組みを設けるほか、全従

らに、2005年度は的をしぼって、駐車場事故防止に特化した講習

通信教育の修了は人事考課に反映され、法的資格試験に合格すると

シューマー
（環境に配慮した商品を選ぶ消費者）
拡大のための仕組み

業員に未然防止のためのハンドブックを配布しています。

会等を実施しています。

奨励金などを支給しています。

トーホーのCSR推進室では2005年度、
「環境・社会報告書2005」

づくり」を研究テーマにしている京都精華大学の学生から、当社の環
境に配慮した商品について、11月にはCSRを卒業論文のテーマにし
ている神戸大学の学生から、
当社の具体的なCSR活動についての質
問を受けました。

Voice 産休・育休制度を活用した従業員から
子どもともう少し長く一緒にいたい

子育てをしながら仕事に復帰できるのか不安はありましたが、
もともと仕

報告書の読者である学生
が、当社のどのような取り組
みに興味があるのかを知る

ので、
とても感謝しています。実際に子どもが産まれてみると、
やりがいの

ぶ」
と題して、
イントラネット上で継続的に実際の事故事例を紹介し、

2006年度は本格的に、
キャリアプラン・専門家育成のためのプロ
グラムを開始する予定です。

注意を喚起しています。2006年度は、
「エコ安全ドライブ」への取
り組みを推進していく予定です。

ある仕事を続けたいという気持ちに変わりはありませんが、
「子どもと一緒
にいたい」
という母親としての気持ちも持つようになりました。今の制度で

材の結果を報告書の充実化

新入社員研修

は育児に専念できる期間は1年、長くても1年半までです。将来的には育

に活かしていきたいと考え
ています。

また、月毎の標語ポスターを発行するとともに、
「事故事例に学

このほか当社では、専門家育成のための支援策として、
「ワインア

事を長く続けたいと思っていたので、産休・育休を取得することにしました。
これらの制度を活用できるのは、会社や家族の理解・協力があってのことな

よい機会となり、今後この取

17

従業員の安全衛生の向上のため、
健康診断のレベルアップを図りました

休期間がさらに長くなることを希望しています。
学生からのインタビュー

財務部 矢野千秋
新入社員外部研修

交通安全教育ツール

「トーホー経営塾」

18

地球社会と
環境負荷の少ない事業活動をめざす

環 境 マ ネ ジ メ ント
環境方針
トーホーは「食を通して社会に貢献する」という基本理念に基づき、食
品の加工、業務用食品卸売事業、業務用食品現金卸売事業（A−プライ
ス事業）及び小売事業（食品スーパー事業）のチェーン店舗展開を行っ
ており、常に「安心・安全」
「健康」
「環境」という 3 つのキーワードに配

環 境 保 全 活 動 の 目 標と実 績
2005年度の環境保全活動の目標と実績

ウォームビズについての
環境教育を実施しました

環境部署目的

社会的責任であると同時に急務を要する課題であると考え、A−プライ

ついて、6月の教育では手順書の内容と活動の途中経過について確

ス事業、食品スーパー事業及び本社におけるオフィス活動について以

認しています。10月の教育は年ごとにテーマを決めて実施しており、

対象となる事業活動において環境パフォーマンスの継続的な改善を進め、
環境保全につとめます。
2 本社及び店舗において、省資源、省エネルギーの推進に取り組みます。
3 本社及び店舗から発生する廃棄物の減量化に取り組みます。
4 本社及び店舗において廃棄物の分別回収に取り組み、再資源化を推進
します。
5 環境への影響を配慮した商品の選定及び提供につとめます。
6 関連する法規制及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。
7 本方針は環境目的及び目標を設定し、見直す枠組みを与えます。
8 本方針を実施するための組織体制を確立し、全従業員及び、組織の外部
協力者にも方針の周知を行います。また、本方針は社外にも公開します。
1

ディストリビューター事業部で
ISO14001認証取得プロジェクトを開始しました
トーホーでは、2005年度末時点で、A−プライス84店舗※、食品
スーパー12店舗、本社・九州本社、店舗の設備管理を担当するグルー

電気使用量削減

月・6月・10月の年3回、定期的に環境教育を実施しています。2月の
教育は当年の環境目標の確認と手順書に沿った具体的な取り組みに

下のことを具体的に推進し継続的な改善及び汚染の予防につとめます。

各店別目標値達成

トーホーは、ISO14001認証取得サイトの全従業員を対象に、2

慮した経営をすすめております。なかでも環境対策については企業の

Ａ−プライス
店舗

ISO14001認証取得範囲の拡大に向けて
内部監査員の増員とレベルアップを図ります
2005年度は、5月〜6月と9月〜1月の2回に分けて、延べ17

Ａ−プライス
商品部

環境管理責任者

A−プライス
事業部

食品スーパー
事業部

19

○

30アイテム提案

○

環境に配慮した小規格化商品
15アイテムの提案

15アイテム提案

○

ごみ廃棄物量削減

2001年度比10％削減

2001年度比19．
5％削減

○

P23

生ゴミの削減

2001年度比10％削減

2001年度比30．
8％削減

○

P23

辞退率（スタンプカード回収枚数×
20／客数）9．
50％の達成

辞退率9．
15%

○

P21

オイルリフレッシャーの10店舗導入

12店舗導入し、累計26店舗導入済

○

P23

環境にやさしい商品の開発と提案

イス88店舗、食品スーパー14店舗を監査した結果、不適合44

容器・包装購入重量削減

2004年度比3%削減

2004年度比１０%削減

○

P22

環境にやさしい商品の売上構成比の向上

2005年度構成比17.0%の達成

2005年度売上構成比16．
3%

△

P22

食品スーパー店舗へ省エネ機器を
３店舗導入

検証中

×

食品スーパー店舗惣菜部門の
廃油削減装置を２店舗導入

導入中止

―

社有車の燃費向上検証

検証中止

―

食品スーパー店舗より排出される
二酸化炭素量削減

取組・検証中止

件、観察事項170件の指摘がありました。店長や従業員の異動が

家庭用商品部

多い店舗で、目的・目標の周知徹底不足が不適合事項として指摘
されたため、A−プライス店舗では毎日3回、環境目的・目標を唱
和するなど周知徹底のための是正を図りました。
㈱ TSK

二酸化炭素排出削減計画

騒音基準を遵守する
（新店および改装店舗）
内部監査

2005年度は、7月4日〜8日に、本社・九州本社、㈱TSK、A−プ

―

電気使用量2001年度比１％以上削減

2001年度比7.3%削減

○

P25

地球温暖化防止を行う

本社管理車両の低公害車導入率を
60％以上にする

導入率71．
4%（28台中20台導入済）

○

P24

資源のリサイクルを促進する

一般ごみ排出量2004年度比１％以上削減 2004年度比7.4%増加

×

P25

グリーン購入を推進する

事務用品のグリーン購入率45％以上

購入率61．
5%

○

P25

電気使用量削減

2001年度比１％削減

2001年度比31.4%削減

○

P25

ごみ廃棄物量削減

2004年度比１％削減

2004年度比16.5%削減

○

P25

ユニフォームのリサイクル実施

リサイクルの実施

417枚回収・リサイクル

○

P25
―

４項目実施済

新監査を受けました。不適合10件、観察事項16件の指摘と好事例

地域社会貢献

体験学習参画年間200名

年間（2005年４月〜2006年1月末）
766名参加

○

―

循環型リサイクルシステムの構築

堆肥や農作物の各種認証マーク取得

取得をめざし取組中

×

P23

環境・社会報告書を４月に発行

2005年4月「環境・社会報告書」発行済

○

―

内部監査員の教育

累計22名資格取得済

○

P19

社内コミュニケーションの徹底

①「環境情報報告書」14件受付
②「かわら版しーえすあーる」毎月発行
（10月のみ未発行）

△

―

CSR 推進室

摘事項への対策として、環境マニュア

環境コミュニケーションの充実

ルを見直し、年4回実施している環境
事業所

○

2項目以上の実施

トレビューが不明瞭であるといった指

営業企画室

新店／改装時に騒音基準の
遵守確認を実施

ライス7店舗、食品スーパー1店舗が、3名の外部監査員による更

営業企画室
3M−HOP推進室

―

○

2件の報告を受けました。マネジメン
店舗

九州本社

騒音基準の遵守
（新店および改装店舗）

―

環境に関する社会貢献活動の実施

AP−PL推進室
店舗運営部

P22

P21

外部監査での指摘を受けて
環境マニュアルを見直しました

㈱TSK
ディストリビューター
事業部

10アイテム開発

P23

名を対象に内部監査員資格教育を実施

店舗

P23

環境に配慮した商品30アイテムの提案

本社

営業部

○

○

し、
全員が資格試験に合格しました。

営業企画室

○

自社ブランド商品８アイテム開発

食品スーパー スーパーバッグ辞退率の向上
店舗
廃食油削減

本社総務部

経営層

P21

○

る予定で、2月には外部講師を招き、19

A−プライス商品部

○

九州地区3店除く全店で導入済

プロジェクトを開始し、
2006年7月の認証取得をめざしています。

家庭用商品部

（中津店〜仙川店）101．
5%
全店103．
5%

○

九州地区3店除く全店で導入済

の増員と有資格者のレベルアップを図

商品本部

82店舗中33店舗達成

P24

廃棄蛍光灯のリサイクル

ディストリビューター事業部においてISO14001認証取得に向けた

CSR推進室

（中津店〜仙川店）100．
4%
全店100．
0%

○

空缶回収5店舗開始

業部でのISO認証取得に向け、監査員

環境マネジメント委員会

82店舗中48店舗達成

○

再資源化の推進

格であるISO14001を認証取得しています。2005年10月には

九州本社総務部

82店舗中57店舗達成
（中津店〜仙川店）101．
2%
全店101．
7%

評価 参照ページ

廃棄物の分別、再資源化

2006年度はディストリビューター事

環境マネジメントシステム体制図

（中津店〜仙川店）2004年度比105％
以内に抑制。全店計130％以内に抑制

2005年度 実績

名の内部監査員が、本社および九州本社各部署と㈱TSK、A−プラ

プ会社㈱TSKの合計99カ所で環境マネジメントシステムの国際規

※2004年度末の認証取得数87店舗から、閉店のため3店舗減少。

（中津店〜仙川店）2004年度比105％
以内に抑制。全店計130％以内に抑制
各店別目標値達成

また、当社では新入社員研修時にも環境教育を実施するほか、各事
対象に、
臨時の環境教育を実施しています。

（中津店〜仙川店）2004年度比105％
以内に抑制。全店計130％以内に抑制
各店別目標値達成

買物袋使用量抑制

ごみ廃棄物量削減

2005年度はウォームビズについて教育しました。
業部からの要請に応じて食品スーパーやA−プライスの新任店長を

2005年度 環境部署目標

マネジメント委員会で周知徹底を図り
ました。

認証機関による外部監査

注）
ごみ廃棄物とは、
すべての廃棄物のうち、
分別リサイクルできないごみのこと。
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地球社会と

お 客 様 とと も に 進 め る 環 境 保 全 活 動
店舗での買物袋使用量の削減に
取り組んでいます

環 境 に 配 慮した 商 品 の 提 供

空缶の回収を、
関西の全43店舗で開始しました

食品スーパー

A−プライス、食品スーパー各店舗では、お客様に適正な数量の買

食品スーパーでは、お客様のご家庭で発生するごみを削減、再資

トーホーは、2002年度から、環境に配慮した自社ブランド
（PB）

物袋を配布するよう徹底するほか、買物袋持参運動といったお客様

源化するため、2001年度から店頭に空缶・牛乳パック・食品トレイな

商品の開発と、当社独自基準をクリアしたナショナルブランド
（NB）

への啓蒙活動などに取り組んでいます。

どの分別回収BOXを設置しています。2005年度は新たに5店舗で

商品の提案に取り組んでいます。

A−プライスでは、2005年度、
お客様1人当たりの買物袋使用量を

空缶回収の開始を目標としていましたが、31店舗で回収を開始する

全店で2004年度比130%以内に抑制することを目標に掲げ、
段ボー
ルによる商品のお持ち帰りを推奨するほか、2005年6月からはマイ

境月間である10月には通常金券と交換するスタンプカードをエ
コバッグと交 換する「マイバッグ持 参
キャンペーン」の実施に取り組みました

テム開発し、
目標の8アイテムを上回りました。また、NB商品は目標

標を前倒しで達成することができました。2004年11月から水産品

います。また9月からは一部の店舗でビンの回収を開始しています。

と同数の30アイテム、小規格化商品も目標と同数の15アイテムを

のトレイを軽量化したことや、2005年度からは弁当・寿司容器であ

提案しました。2006年度は、環境配慮商品の開発を進めるととも

るトレイも軽量化し、
さらに塩干物のバラ売りを推進したことが大幅

に、店舗のコーヒーカウンターに環境配慮商品リストを設置し、お客

な削減につながりました。2006年度は、
さらに容器・包装資材の軽

今後も引き続き、分別回収を実施していきます。

食品トレイ回収量

て、引き続きマイバッグの持参を推奨し

（t）

1.45

1.43

1.47

1.53

86.1
75.0

60
45

42.0

43.1

47.3
39.9

35.8

15
2001

2002

2003

2004

2005（年度）

0

75.8

80

食品スーパーで販売している
エコバッグ

2001

2002

2003

2004

2005（年度）

1.50

2001

2002

2003

2004

2005 （年度）

お客様1人当たりの買物袋辞退率（食品スーパー）
（%）
10
7.91
7.5

5.65

8.53

9.15

6.72

40

0
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2002

2003

2004

2005 （年度）

協会の方針と歩調を合わせながら取り組みを進めていく予定です。

定しお客様にご紹介することで、売上構成比17.0%をめざします。

再生資源を有効に利用した商品
リサイクル・リユースされる可能性が高いものを使用した商品
● 自然素材や端材を有効利用した商品
●
●

●

自然環境を汚さない商品
廃棄ごみを減らす工夫をした商品

2005年度の環境に配慮した自社ブランド商品（例）
2001

2002

2003

2004

2005（年度）

店舗に設置の分別回収BOX

スマイルシェフ
クッキングシート

スマイルシェフ
キッチンタオル

惣菜のバラ売り

塩干物のバラ売り

A −プライス

います。2001年度からは、
このコーナーから排出される抽出後の
コーヒーかすを乾燥させ、お客様に

（g）
4.8

4.4
3.8

4.1

4.2

2002

2003

2004

3.7

3.6
2.4
1.2

A−プライス店舗では、
コーヒーの試飲サービスコーナーを設けて

0

2001

2005 （年度）

スマイルシェフ
ハイホイル

かすは、肥料や消臭、害虫予防、
アロ

展示商談会で、環境に配慮した
試食用トレイを使用しました

マなどとして再利用できます。

2006年2月、A−プライスのお客様を対象に神戸で開催した展示

無料でご提供しています。コーヒー

とうもろこし生まれの生分解性
プラスチック
（レイシア）
を、刃に
使用しているので、刃をつけた
まま燃えるごみに出せる。

るとともに、
店舗におけるごみ廃棄
2001

進んでいる「容器包装リサイクル法」
に対しては、
日本チェーンストア

1品当たりの容器包装資材重量

提供し、
お客様の生活をサポートす

2.5

慮した商品としてPOPを掲示するなど、お客様への啓蒙に努めまし
た。しかし、売上構成比は16.3%となり目標を達成できませんでし

21.3
20

今後も継続してコーヒーかすを

5

リサイクル協会に再商品化委託料を支払っています。現在見直しが

●

資源の有効利用をめざし、
コーヒーかすをご提供しています

0

のさい、チラシで積極的に環境配慮商品を紹介したほか、環境に配

廃棄

1.2

0.4

また、当社は「容器包装リサイクル法」に基づき、
（財）日本容器包装

生産

72.0

42.6

0

0.8

上構成比を17.0%とすることを目標とし、6月と10月の環境月間

環境配慮商品の基準（例）

55.7

60

ざします。

た。2006年度は、環境月間のみでなく、毎月の販売強化商品を設

ペットボトル回収量

お客様1人当たりの買物袋使用量（A−プライス）
1.6

82.9

（t）

されている「レジ袋の有料化」について

（枚／人）

79.4

量化・簡素化やバラ売りを推進し、2004年度比で11%の削減をめ

食品スーパーでは、非食品部門における環境に配慮した商品の売

30

0

また環境省や経済産業省で提議・検討

調を合わせて推進します。

73.5

80

様への啓蒙に努める予定です。

（t）

100

ていきます。

は、日本チェーンストア協会の方針と歩

牛乳パック回収量

40

2006年度は、辞退率9.50%をめざし

2005年度は、容器・包装資材購入重量を2004年度比で3%削

ことができ、九州地区の3店を除く全43店舗で空缶回収を実施して

60

が、9.15%の実績にとどまりました。

食品スーパーでは、容器・包装使用量を削減するため、容器の軽量
化や包装の簡素化、惣菜などのバラ売りを推進しています。
減することを目標としたところ、10%の削減となり、2007年度目

2006年度は、
マイバッグの種類を増やし、
販売促進に取り組みます。
食品スーパーでは、2005年度、スーパーバッグ(買物袋)の辞退

食品スーパー

2005年度、A−プライスでは、環境に配慮したPB商品を10アイ

バッグの販売を開始した結果、100%に抑制することができました。

率9.50%をめざし、エコバッグの見直しや種類の増加のほか、環

容器・包装使用量の削減について
2007年度目標を前倒しで達成しました

環境配慮商品の開発と販売促進に
取り組んでいます

物の削減を進めていきます。

コーヒーかすの提供

牛乳パックを再利用したキッ
チンタオル。

A −プライス

商談会の試食コーナーで、環境に配慮した食品トレイを使用しました。
このトレイは非木材素材である植物のアシを原材料としており、焼却
処分しても有毒ガスが発生せず、土に埋めると微生物などによって生
分解され再び土に戻ります
（展示商談会についてはP15参照）。
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地球社会と

店舗における環境保全活動

物流における環境保全活動

食品リサイクル法の完全実施に向けて、
全社的に取り組みを推進していきます

A−プライス、食品スーパーともに、
ごみ廃棄物削減目標を達成しました

各店舗で目標を徹底させ、
省エネに対する意識の向上を図りました

エコカーを新たに導入しました

2005年度、A−プライスでは、電気使用量を2004年度比

トーホーでは、
エコカーの導入を促進しており、2005年度は、
本社で

度比130%以内（2001年度からの店舗増加率以内）
に抑制する

でに、関連業者は食品廃棄物の再生利用等の実施率を20%に向上

130%以内に抑制することを全店での目標とし、省エネ活動に取

超低排出ガス車4台を導入したほか、
ディストリビューター事業部では天

ことを目標に掲げ、POPの失敗や無駄な帳票類などのごみを排出

させることを定めています。
トーホーの食品スーパーでは、2004

り組みました。各店舗でそれぞれ目標を掲げ、目標を周知徹底する

然ガストラックを新たに6台導入し

しないよう啓蒙活動を徹底した結果、103.5%に抑制することがで

年度から東二見店に生ごみ処理機を導入し、食物残渣を再利用した

ことで従業員の意識を向上させるとともに、室内空気の循環を良

たことで累計20台となりました。

2005年度、A−プライスでは、
ごみ廃棄物量を全店で2004年

き、
目標を達成しました。
一方、食品スーパーでは、2001年度比10%削減を目標に掲げ、
食品廃棄物の削減に取り組んだ結果、19.5%の削減となり、
目標を

2001年5月に施行された食品リサイクル法では、2006年度ま

堆肥を「楽農生活センター」
（P9参照）
や契約農家で使用し、収穫し

くし冷暖房効率を向上させるシーリングファン（天井扇）の使用を

2006年度は、
ディストリビュー

た農産物を食品スーパーで販売するという循環型リサイクルシステ

徹底しました。その結果、ISO14001認証取得82店舗のうち57

ター事業部でのISO14001認証

ムの構築をめざしています。

店舗で各自目標を達成し、2005年度の全91店舗での電気使用

取得を計画しており、物流におけ

量は2004年度比101.7%の52,851千kWhとなり、目標を達

る環境負荷低減活動を本格化さ

成しました。

せる予定です。

達成しました。2006年度も、2001年度比20%削減を目標に掲

2005年度は、生ごみ処理機で一次処理をした食物残渣を「土壌

げ、新たに魚のアラ回収を5店舗に導入し、
ごみの分別回収の徹底

改良剤」
として野菜づくりに利用する実験を行ったほか、本多聞店で

を推進する予定です。

も生ごみ処理機を導入しました。また、10店舗で魚のアラのリサイ
クルを開始するとともに、廃油を再利用するオイルリフレッシャーの

1店舗当たりのごみ廃棄物排出量（A−プライス）
（70L 袋百枚）

（70L 袋百枚／店舗）

600

10.0
7.6

450

7.1

6.8

1店舗あたりのごみ廃棄物

ル率は13.3%となりました。またリサイクル量を除く食品廃棄物の
排出量は715.6トンとなり、2001年度比30.8%の削減を実現し

7.5

515

571

616

ています。

593

150

2.5
2001

2002

2003

2005（年度）0

2004

注）集計範囲：
ISO14001認証取得店舗

売上 100 万円当たりのごみ廃棄物排出量（食品スーパー）
全店舗

（kg ／百万円）
55

51.2

50

51.1

今後も、食品スーパーでは食物残渣を用いた肥料づくりや食品

40,000

廃棄物の発生抑制に努めるとともに、生鮮食品の取り扱いの少な

30,000

いディストリビューター事業やA−プライス店舗においても、期限

20,000

切れ商品といった食品廃棄物のリサイクルに向けて、発生量の把

10,000

握や倉庫内の在庫チェックをし、廃棄ロス削減などの対策を講じて

0

いく予定です。

店舗数

45.4

45,432
39,230
31,280

51,814

52,851

19,586

19,978

17,173

15,000

14,829

11,824

45.1

2002

2003

ドッグシェルターの設置

密閉型入出庫口装置で、徹底した温度管理を行い、
食品への病原細菌や異物の混入を防止しています。

アイドリングストップ

取引先に対して物流センターや店舗搬入時における
アイドリングストップを周知徹底し、車でご来店のお
客様にも積極的にお願いしています。

通い箱の採用

段ボールの使用削減のため、物流センターから食品
スーパーへの生鮮食品の配送に、
プラスチック製の
「通い箱」を一部使用しています。

10,000
5,000

2001

2002

2003

2004

69

76

84

90

2005
（年度） 0
91

Topics ISO14001認証取得拡大
ディストリビューター事業部で
ISO認証取得プロジェクトを開始しました
ディストリビューター事業部では、ISO14001の2006年7月の認

41.1

42.9

2004

環境負荷の小さい天然ガストラック

物流におけるその他の取り組み

20,000

45.6

35
2005 （年度）

食物残渣を用いた土壌改良剤による土づくり

全店で廃棄蛍光灯の
リサイクルをしています

食品廃棄物排出量
（食品スーパー）

食品スーパー

トーホーでは、2003年度から食品スーパー店舗で、松下電器産

（t）
1,200

業㈱提供の「あかり安心サービス」を導入しています。これは、蛍光
灯を購入するのではなく代理店から借り受け、使用後の蛍光灯を返
却するシステムで、その後、蛍光灯は専門業者で適正に処理され、
新しい蛍光灯や建築資材、道路資材などに再利用されています。
2005年度は、九州地区の3店を除く全43店舗での導入が完了し

1,033.7

900

2005 年度の食品廃棄物と
リサイクル量（食品スーパー）
リサイクル量※
109.6t
13.3%

30.8％削減
715.6

食品廃棄物
総排出量
825.2t

600

証取得をめざして、2005年10月に「ISO14001認証取得委員会」

全店舗・全事業所で
アスベスト調査を実施しました

を設置し、取り組みを開始しました。

アスベストによる健康被害が重大な社会問題となっていることを

を配送している当事業部において、最大の環境活動課題は「CO2排出

受け、
トーホーでは、2005年8月から建物のアスベスト使用状況の
本多聞店の生ごみ処理機

ました。

CO2 換算（ｔ
‐CO2）

注）
CO2換算：換算係数0.378ｋｇ-CO2/kWhを使用して算出。

36.1

2001

電気使用量（A−プライス）
（千 kWh）
60,000

48.0

40

0

マンド監視装置などによって電気使用量抑制に努めます。

50,000

ISO14001 認証取得店舗

45.9

45

2006年度は、一部の店舗にて、最大電力需要を監視・制御するデ

導入店舗数を14店舗から26店舗にまで拡大したことで、
リサイク

5.0
461

0

ごみ廃棄物

7.2

7.1

300
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A −プライス

調査を実施しました。すべての店舗・事業所において、柱や壁・天井の
吹き付け、断熱材の目視点検を行い、1980年以前に建設された建
物については、当時の設計業者や建築を請け負った建築業者に対し

約450台のトラックを含む600台の自動車を保有し、お客様に商品
量の削減」です。しかし、CO2排出量を削減するためアイドリングストッ
プを推進することが、冷凍車の電源を停止させ商品の品質を低下させ
てしまうといった課題もあります。当委員会では、
どうすれば環境への配
慮と品質保持を両立させることができるのかといった課題を審議しなが
ら、
蓄電蓄熱式冷凍車の導入など具体的な施策を検討しています。

て、調査を依頼しました。設計図面の確認や、必要に応じ現場調査も

今後は、具体的な取り組み内

依頼し、
安全確認を行いました。結果、
店舗・建物については問題はあ

容を記した手順書を作成し、そ

りませんでした。

れをもとに最低3カ月の運用を

また、神戸市他、行政からの依頼で調査依頼書に基づき調査を実
施し、報告をしました。

実施するほか、内部監査、環境
教育、内部監査員の養成を行う
予定であり、2006年7月の認
証取得をめざします。

300

ISO14001認証取得委員会
0

2001

2005

（年度）

※魚のアラ回収+生ごみ処理機による処理
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地球社会と

両本社における環境保全活動

環境会計

従業員の異動にともない、改めて取り組みの
周知徹底を図り、ごみ廃棄物削減に取り組みます

夏期のクールビズや不要な照明の消灯を徹底し
電気使用量削減目標を達成しました
2005年度、神戸、九州の両本社では電気使用量を2001年度比

2005年度、
本社ではごみ廃棄物を2004年度比1%以上削減す

1%以上削減することを目標に掲げ、不要な照明器具の消灯や空調

ることを目標に掲げたところ、再資源化率は85.2%と昨年度より向

設定温度の管理を徹底するとともに、本社では夏場にクールビズを

上しましたが、
ごみ廃棄物量は7.4%の増加となりました。これは、
オ

推進しました。その結果、本社は2001年度比7.3%の削減、九州本

フィス内の従業員数増加が要因です。

2005年度の当社の環境保全コストでは、環境省の環境会計ガイ

トーホーは、効率的な環境保全活動の推進をめざし、2002年度

ドラインで定義されている
「投資額」に該当する項目がありませんで

から環境会計を導入しています。
2005年度も、環境省の環境会計ガイドラインを参考にしながら、

したので、
「費用額」のみを計上しています。また、環境損傷対応コス

途上な部分もありますがコスト項目を可能な範囲で洗い出し、環境

トについては、今年度は該当する項目がありませんでしたので、0円
と表示しています。

社では31.4%の削減となりました。九州本社の電気使用量が大幅

一方、九州本社では2004年度比1%削減することを目標に掲げ

保全コストの把握に努めました。環境会計を経営ツールとして利用

に減少したのは、2005年4月から情報システム部の本社への異動

たところ、
ごみの分別が徹底できたことが功を奏して2004年度比

するためには、環境保全活動にかかった費用に対する効果の把握が

2005年度からの新たな取り組み項目として、ディストリビュー

にともない、6月にホストコンピューターを外部に移動させたことが

16.5%の削減となり目標を達成しました。

必須です。今後は、物量単位での環境保全効果や環境保全対策にと

ター事業部でISO14001認証取得委員会を開始したことにともな

もなう経済効果を把握するため、環境省の環境会計ガイドラインや、

う人件費を、管理活動コストに計上しています。なお、
「楽農交流事

そのほか参考となり得る指標・考え方などを研究し、算定基準の策定

業」に関連する費用については、順次コストを把握していきます。

大きな要因です。

2006年度は、多くの従業員が異動したことを考慮し、環境教育を

2006年度も、空調設定温度の厳守や不要な電源のオフを徹底

通した取り組みの周知徹底と進捗管理を実施する予定です。

し、現状を維持していきます。

廃棄物量

本社

600

595.0 595.3 588.9 578.5
224.9 225.0 222.6 218.7

551.4
208.4

400

（千ｋWh）
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703.8 692.2
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266.0 261.7

200
150
100

200

0

300

CO2 換算（ｔ
‐CO2）
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483.1
182.6
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0
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再資源化率（％）

60
76.1

77.3

78.4

15

0

83.8

40.2

45
30

ごみ廃棄物量

再資源化率

九州本社

（t）

九州本社

（千ｋWh）
800

廃棄物排出量

本社

電気使用量

24.8

5.9

85.2

48.1

29.0

5.4

6.3

100

60

75

45

50

23.8

6.5

7.1

（t）

25

2001 2002 2003 2004 2005（年度）0

再資源化率（％）

83.1

85.1

33.4

34.6

83.0

81.5

42.7
32.1

0

5.6

6.7

7.3

29.7

5.9

に取り組んでいきます。

2005年度の環境保全コスト

50
25

4.9

2001 2002 2003 2004 2005（年度）0

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト

公害防止コスト
地球環境保全コスト

資源循環コスト

注）
ごみ廃棄物とは、
すべての廃棄物のうち、分別リサイクルできないごみのこと。

文房具発注システムを導入し、
グリーン購入を促進しました

本社

管理活動コスト

一部の本社・A−プライス事業部・ディストリビューター事業部の従

本社と神戸支店ではグリーン購入を推進しており、
グリーン商品

業員の制服は、再生ペットボトル繊維を使用しています。また、不要

のみを掲載したカタログを全部署に配布するほか、環境教育でグ

になったそれら制服を、九州本社が窓口になって回収し、業者に引渡

リーン購入を啓蒙しています。また、2005年度からグリーン購入

して、
自動車の内装材にリサイクルしています。2005年度は、本社・

率の算出が可能な、文房具用品のWEB発注システムを導入し、
グ

A−プライス事業部・ディストリビューター事業部から417着の制服

環境損傷対応コスト

リーン商品の選択購入を推奨しました。こうした取り組みの結果、

を回収しリサイクルしました。

合

2005年度のグリーン購入率は目標の45%以上を大きく上回る
61.5%となりました。
2006年度は、同システム

ユニフォームのマテリアルリサイクル

2005年度のグリーン購入率

マテリアルリサイクル工場

からの発注をグリーン商品
のみに制限するとともに、取
り組みを他事業部にも水平
展開していく予定です。

不用となった制服を回収
本社・神戸
支店での
グリーン購入率

選別、仕分け、
チェック
回収された制服を組成ごとに粗裁断

グリーン
購入率
61.5%

具体的な取り組み
●
●
●
●

環境保全コスト

グリストラップシステムによる水質汚濁防止の維持管理
浄化槽点検

2,345

廃棄フロンの処理
蛍光灯の適正処理

13,509

廃食油リサイクル
段ボール・紙類リサイクル
● 建築廃材等の処理

産業廃棄物の処理
一般廃棄物処理
● ごみ袋購入

●

●

●

●

容器包装リサイクル法再商品化委託契約
分別回収BOX購入
● 食品スーパーでのスタンプカード制度の推進
● PETボトル回収袋

151,318

●

上・下流コスト

不要になったユニフォームを回収し、
自動車の内装材にリサイクルしています

（単位：千円）

環境保全コスト分類

100
75

30
15

83.3

注）
CO2換算：換算係数0.378ｋｇ-CO2/kWhを使用して算出。
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2005年度の環境会計の総括

2005年度の環境会計の考え方

研究開発

●

セミナー参加
書籍購入
● 植栽剪定

内部監査・外部監査
認証証明書
● 人件費
● 環境・社会報告書作成
●

●

●

●

●

社会活動コスト

17,737

●
●

113

エコプロジェクトアドバイザー料
（農学博士）
フェアトレード
（アメリカ相場との差額）
採用コスト
こどもエコサミット協賛

7,890
0

計

集計方法

73,424

266,336

環境保全コストの計上基準

対 象 範 囲 ：本社、九州本社、商品本部、食品スーパー事業部、A−
プライス事業部、
ディストリビューター事業部（一部）
対 象 期 間 ：当社2005年度
（2005年2月1日から2006年1月31日まで）

複合コスト：環境保全に寄与する部分を差額または按分によって算
出しています。
人 件 費 ：CSR推進室専任者のみ計上しました。
環境マネジメント委員会、エコプロジェクト、ディストリ
ビューター事業部のISO14001認証取得委員会の人

自動車の内装材へと再資源化

刻んだ切断面を何度もときほぐして
ワタ状に戻す
（反毛化）

件費については、
（単価）
×
（所要時間）
で算出しています。

26

CSR推進室
〒６５８-００３３ 神戸市東灘区向洋町西５丁目９番
TEL. ０７８-８４５-２４５６ FAX. ０７８-８４５-２４73

http://www.to-ho.co.jp
2006年4月発行

環境・社会報告書

2006
トーホーは、2005年４月から
「楽農交
流事業」
に参画し、㈳兵庫みどり公社が
運営する
「楽農生活センター」
で小学生
や県民を対象とした農作物の栽培体験
や自然に親しむイベントを開催していま
す。表紙の写真は、
「露地野菜体験コー
ス」
と
「里山再生塾」
でのひとこま。当社
は今後も、
「楽農交流事業」の活動に取
り組み、
「食を通して社会に貢献する」
を
実践していきます。

この報告書は再生紙を利用し、印刷には生分解性や脱墨性に優れ、印刷物のリサイクルが容易な大豆インキを使用しています。

