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2007年4月発行

トーホーは2006年度、さらに「安心・安全」
な食の提供を目指し、残留農薬などのポジ
ティブリスト制度に対応した検査体制を強
化しました（写真１）。業務用食材を配送する
ディストリビューター事業部では、天然ガス
車の導入などによる環境負荷の低減を推進
するとともに、ISO14001を認証取得しま
した（写真２）。また、食育や地産地消などへ
の取り組みを展開する楽農交流事業（写真
３）にも意欲的に取り組みました。
このようにトーホーは、「食を通して社会に
貢献する」とした経営理念のもと、積極的な
取り組みを進めています。

2007環境・社会報告書

（写真１）

（写真2）

（写真3）



90,000アイテムにのぼる
高品質で多彩な“食”の提供を通して
豊かな社会のために、トーホーができること

　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）との関わりにおいて、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。

　今回は、トーホーが食品を扱う企業として重視すべきと考えている社

会的責任を、ご理解いただきやすくするために、「『安心・安全』『健康』を

考えた食の提供」と「『環境』に配慮した事業活動」の二つの取り組みを

主として報告しました。また、地域社会、お客様、株主・投資家様、取引

先・同業他社様、従業員といった、当社の重要なステークホルダーに対

する取り組みについても報告しました。

今回の発行日：2007年4月　次回の発行日：2008年4月（予定）

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　FAX. 078-845-2473

トーホーの事業と皆様との関わり

編集方針
　「環境」的側面の報告対象組織は、株式会社トーホーおよび店舗の不

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として

います。「社会」的側面については、原則として株式会社トーホーとして

います。

　報告対象期間は、当社2006年度（2006年2月1日から2007年1

月31日まで）とし、一部期間外の取り組みについても報告しています。

報告範囲（対象組織・対象期間） 発行日・作成責任部署

WEBアドレス　http://www.to-ho.co.jp
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原産地・メーカー様

株主・投資家様

外食産業のお客様

一般のお客様
従業員

の取り組み
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徹底した安全・品質管理で、安心できる商品を提供するのは
もちろん、お客様の健康や、美味しく食べるための情報提供にも
取り組み、「食」を扱う企業としての責任を果たします。

地球環境の保全を重要な課題と捉え、食品流通業として
地球温暖化対策のための商品配送時のエコ安全ドライブや、
食品廃棄物の循環型リサイクルなどを推進します。

子どもたちへの「食育」活動の一環としての
楽農交流事業をはじめ、地域の方々や、商品の生産者、お客様、
株主・投資家様、従業員など、トーホーに関わる人々に対して
誠実な企業活動に取り組みます。

公正な評価・処遇や、女性の積極的な
活用、充実した教育研修に取り組み、
生き活きと働ける職場を目指します。

トーホーの事業と皆様との関わり
ＣＳＲ担当役員からのメッセージ
コーポレート・ガバナンス

トーホーの取り組み
お客様の「安心・安全」「健康」を
考えた“食”の提供に取り組みます
食品の安全・品質管理
生産者とのつながりやトレーサビリティを意識した商品の提供
お客様への食品情報の提供
お客様の「安心・安全」「健康」を考えた商品開発

トーホーの取り組み
自然豊かな“未来”を目指して
「環境」保全活動に取り組みます
環境マネジメント・環境会計
地球温暖化防止への取り組み
ハイライト　ディストリビューター事業部の活動
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開発と販売促進
廃棄物の削減への取り組み
2006年度の環境保全活動の目標と実績

「人々」との良好な関係づくり
皆様に信頼される“誠実”な
企業活動に取り組みます
社会への貢献活動
お客様満足度向上のための活動
株主・投資家、取引先・同業他社の皆様への責任
従業員が「生き活き」と働ける職場づくり
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ディストリビューター事業部
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。

44拠点

47店舗
92店舗

工場

物流センター

兵庫楽農生活センター

3カ所

3カ所

1カ所

ディストリビューター
支店・営業所
食品スーパー
A－プライス

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承いただきますようお願い申し上げます。

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。

A-プライス事業部

食品スーパー事業部
高品質・高鮮度な青果・鮮魚・精肉や
惣菜などを中心に提供する食品スーパー
の店舗運営を行っています。

「安心・安全」「健康」を考えた食の提供

「環境」に配慮した事業活動

「人々」との良好な関係づくり

コーヒー部
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。

トーホーのネットワーク
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公正な取引を前提として、生産
者・製造委託先様や、同業他社
様との提携を強化します。

プロの納得する高品質・多品種
の、業務用食材を提供。食に関
わる情報提供で店舗経営もサ
ポートします。

徹底した品質管理によって安
全性や鮮度にこだわった商品
を提供することで、豊かな食卓
に貢献します。

正確で迅速かつ充実した情報
の開示に努め、株主様に対して
適正な利益配分をしています。
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●2

本社

九州本社
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「安心・安全」「健康」「環境」に配慮し
社会や人々から選ばれる企業となることを目指します

　当社は食に関わる企業として、｢食育｣の推進にも意欲的に取

り組み、兵庫県が推進する「楽農交流事業」にも参画し、子ども

も大人も“農”に親しめる幅広い活動を実施しています。昨秋、

その活動拠点である、（社）兵庫みどり公社様が管理運営者と

なる「兵庫楽農生活センター」がオープンし、とりわけ“楽農レ

ストラン 育みの里かんでかんで”の経営を通じて、楽農交流事

業の意義や、「食育」と「農育」の結びつきを改めて実感した次

第です。

　ＣＳＲ活動の担い手となる従業員がやりがいを持って働ける

職場づくりの面では、女性従業員が生き活きと活躍できる職場

とするため「ＴＰＡ（トーホー・ポジティブ・アクション）推進プロ

ジェクト」に取り組んでいます。昨年6月には、この取り組みが評

価され、女性の能力活用に積極的な企業として「兵庫労働局長

優良賞」を受賞しました。

　このように当社は、ＣＳＲ活動に真剣に取り組むことで企業価

値を高め、ステークホルダーの皆様からの信頼を得て、｢選ばれ

る企業｣でありたいと願っています。

　当社は、「食」に関わる企業として、「食を通して社会に貢献す

る」という経営理念に基づいて、「安心・安全」「健康」「環境」を

キーワードとした活動に取り組んでいます。

　「安心・安全」「健康」を考えた食の提供と「環境」に配慮した事

業活動。これらを具体的に推進し、「健康で潤いのある食文化へ

の貢献を目指す」ことが、当社のＣＳＲ活動の方向性です。

　そして、お客様、株主様やお取引先様、従業員、地域社会の方々

など、当社に関係するさまざまなステークホルダー（利害関係者）

との良好な関係づくりに努め、地球規模の発想でお役に立つ企業

として、独自のＣＳＲ活動を推進していこうと考えています。

　食品業界では、鳥インフルエンザやＢＳＥ問題など、予測困難

な事態が発生し、また食品の残留農薬への危惧など、安全性に

関する消費者の皆様の不安は高まっています。

　当社は、昨年施行された「残留農薬等のポジティブリスト制

度」に対応し、ガスクロマトグラフ質量分析計を使用した残留農

薬等の検査体制を強化しました。

ＣＳＲ担当役員からのメッセージ

2007年４月

取締役常務執行役員 CSR担当 中溝 武夫

「健康で潤いのある食文化への貢献」
私たちのＣＳＲ活動の大きなテーマです。

「食の安全」を守る体制の強化とともに、
地球環境保全への取り組みが喫緊の課題と考えています。

楽農交流事業で、「食育・食農」を推進。
女性活用に積極的な企業としても表彰されました。

TPA推進プロジェクト
活動報告会楽農交流事業

「露地野菜体験コース」
ディストリビューター事業部
「エコ安全ドライブ」講習会
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会社概要（2007年1月31日現在）

1947（昭和22）年10月
株式会社 トーホー
神戸市東灘区向洋町西5丁目9番
078-845-2400（代表）
53億44百万円
1,563億88百万円
連結1,641億49百万円
1,644名 
上記のほか嘱託・パートタイマー等
1,886名（1日8時間勤務換算）

創 立
商 号
本社所在地

資 本 金
売 上 高

従 業 員 数

2002 2003 2004 2005 2006

単独 連結

2002 2003 2004 2005 2006

1,762

1,625

1,108
1,326

1,111

593
466

252
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1,200
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2002 2003 2004 2005 2006

（名）

3,598 3,899 4,0034,015 4,002

2002 2003 2004 2005 2006

3,107
2,914

連結単独 連結単独
連結

単独正社員数
単独従業員数

売上高 経常利益 当期純利益 従業員数

1,6461,646 1,6311,631 1,6621,662 1,6521,652 1,6441,6441,646 1,631 1,662 1,652 1,644

1,721

　昨今の食品業界での不祥事の原因は、安心・安全、健康への

取り組みが希薄になり、管理体制が十分に機能しなくなった結

果ともいえます。当社では、食品安全マネジメントシステ

ム「ＩＳＯ22000」の認証取得を計画しており、食の安全を人と

組織の両面から守る体制を強化しています。

　地球環境問題としては、地球温暖化が懸念されており、豪雪

や豪雨、竜巻などの異常気象の発生や、富士山の永久凍土の融

解による植物生態系の変化などに影響を与えると言われてい

ます。地球規模での気候変化や生態系の乱れは、生存可能な土

地の減少や食料問題にまで波及します。当社は、地球環境の保

全を人類の喫緊の課題であると捉え、ゼロエミッションを中心

に取り組みを開始したいと考えています。

　当社は環境負荷の低減を図るため、A－プライス・食品スー

パーの２事業部および本社・九州本社、グループ会社である

（株）TSKにてISO14001認証を取得しています。昨年９月に

は新たに、業務用食材を配送するディストリビューター事業部

にて、主要な事業所である神戸支店・福岡支店および営業本部

の３カ所で認証を取得しました。また配送時のＣＯ2排出量の削

減と交通安全に配慮した「エコ安全ドライブ」活動を開始したほ

か、福岡支店はクリーンエネルギー自動車の導入優良事業所と

して九州経済産業局から表彰されました。
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用  語  解  説

65

　トーホーは、「倫理委員会」を中心に、全従業員がコンプライアン

ス（法令遵守）　 　を実行する体制を整えています。「倫理委員会」

が示した考え方に沿って、「生き活き職場委員会」の委員が各職場

にてセクハラ・パワハラ防止活動や法令遵守活動などを実施しま

す。その活動内容は社内イントラネット上に月１回掲載して全従業

員へ周知しています。

　２００６年度は、経営理念や法令遵守を定着させるための小冊

子「グッドカンパニーを目指して」を、グループ会社も含めた全従業

員に配布しました。また、一般のお客様と接する機会の多い食品

スーパーでは「職場のルールとマナー」冊子を配布し、接客レベル

の向上と倫理意識の徹底を図りました。

　また、内部通報のための窓口については、「グッドカンパニーを目

指して」に連絡先を記載するとと

もに、社内イントラネット上に「倫

理投書箱」を設置。通報者の保

護に充分配慮したうえで、通報

内容について、倫理委員会事務

局が速やかに事実調査を実施

し、是正処置を講じています。

「企業倫理・法令遵守」の精神を
全従業員に周知徹底します

　2005年4月に「個人情報保護法」が施行され、適正な個人情報

の保護・管理が義務付けられました。トーホーは、「Ａ－プライス」の

会員様や、インターネット通販のお客様などの個人情報を取り扱っ

ており、その保護・管理対策を一層強化しました　　。

　2006年度は、電子メールによる個人情報漏洩を防止するため、

送信履歴の管理やメールアドレス漏洩防止のためのシステムを導

入。また、紛失や盗難を防ぐために、ロッカーの施錠管理を徹底し、

ノートパソコンには、机に固定するワイヤーロックを取り付けるなどの

施策を実施しました。従業員に対しては、個人情報保護・管理につい

ての規定マニュアルや教育ビデオを用いた教育を実施しました　　。

　このような取り組みの結果、2006年１２月に業務用食品卸売業

界の上場企業の中で初めて、プライバシーマーク　 　を取得しま

した。今後も、個人情報管理システムを改善し、従業員の意識を高

めていくことで、取り組みを強化していきます。

個人情報保護体制を強化し、
プライバシーマークを取得しました

「グッドカンパニーを目指して」
緊急時にも早急な対応ができるよう、
ポケットに収納・携帯できる大きさです。

　企業としての価値を継続的に向上させるためには、経営監視の

強化と、健全な企業活動や法令遵守の徹底が重要であると、トー

ホーは考えています。その実現に向けて、コーポレート・ガバナンス

（企業統治）　 　の充実を図っています。

　当社は、監査役制度を採用しており、経営の透明性を確保するた

め、取締役10名のうち社外取締役を2名、監査役4名のうち社外

監査役を2名採用しています。また、取締役の報酬や任免について

の公平性を高めるため、社外取締役２名が参加するガバナンス委

員会を設置しています。

　2006年5月には、会社法で義務付けられている「内部統制シス

テム構築の基本方針」を制定しました。今後、この基本方針に従っ

て、リスク管理や倫理・法令遵守を全社で徹底していくために、関連

する各部署にて規定を整備していく予定です。

内部統制システム構築の基本方針を制定し、
リスク管理や倫理・法令遵守を徹底していきます

　トーホーは、4つの分科会を統括する「リスク管理委員会」と、独

立した組織として設置している「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年度は、地震や台風などの災害時の対策として、「事業継

続計画（ＢＣＰ）　 　」の研究に着手するとともに、災害時に携帯電

話のメールサービスを利用して従業員の安否確認や招集ができる

一斉連絡システムを導入しました。そのほか、下表のような取り組

みを実施しました。さらに、事業にともなうリスクを全社に周知する

ため、社内の事故事例や次年度の活動計画を「リスク報告書」とし

てまとめて取締役会へ報告したほか、各分科会の議事録を社内

イントラネット上で公開しました。

　2007年度は、事業継続計画マニュアルの策定に着手するなど、

リスク管理体制をさらに強化していきます。

全社横断的なリスク管理体制を整備し、
災害対策などを強化しています

1. コーポレート・ガバナンス（企業統治）
企業の適正な事業活動を維持・確保するための、企業の仕組みのあり方。特
に、不正行為を企業内で未然に防止するための監視の仕組みや、法令遵守
やリスク管理の徹底を図るシステムのこと。

2. 事業継続計画（BCP ： Business Continuity Plan）
災害・事故・事件などが発生した際、それ以前と同様の事業を継続できるよう
に備える活動計画。発生の防止計画、発生時の復旧計画、それらを執行する
ための体制などを定めること。

3. コンプライアンス（倫理・法令遵守）
法令を守り、社会規範に反することなく公正・公平に業務を遂行すること。近
年、法令違反によって企業への信頼が失墜し、事業存続に大きな影響を与え
る事例が発生しており、コンプライアンスは企業の重要課題とされています。

4. プライバシーマーク
日本工業規格JISQ15001「個人情報保護に関るコンプライアンス・
プログラムの要求事項」に適合し、個人情報の取り扱いを適切に行う
体制を整備している事業者に対し付与されるマーク。（財）日本情報
処理開発協会によって、1998年4月から付与が開始されています。

株主総会

業務執行内部統制

内部統制・業務執行

経営監視

監査室

倫理委員会

リスク管理委員会

ガバナンス委員会
経営戦略会議

執行役員会
グループ経営会議

監査役会独立監査人

取締役会
経営方針・戦略の決定、業務執行の監視

代表取締役会長

代表取締役社長

執行役員

各事業部門
連結子会社

コーポレート・ガバナンス体制

2006年度の主な取り組み委員会と活動内容

リスク管理のための委員会と、2006年度の主な取り組み

・残留農薬等ポジティブリス
ト制度への対応強化（P8
参照）

・プライバシーマークの取得
・個人情報保護への取組強
化（P6参照）

・事業継続計画の研究開始
・防災連絡システムの導入

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、社員教育活動および危機発生時の
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
タリングおよび情報セキュリティ対策などを
行う

防火防犯管理・災害対策推進分科会
災害の未然防止対策および発生時の
被害を最小限に抑える対策を立案する

・社内人材の、社内各部署へ
の派遣システムを構築

労務管理分科会
法令の遵守および、よりよい労務環境
づくりを検討・推進する

・エコ安全ドライブ運動の推
進（P16参照）

交通安全推進分科会
交通安全の推進を図るため、車両の適
正な管理や運転技術の指導教育を計
画実施する

・クレーム事例の収集と全社
展開
・クレーム事例の対処研究

クレーム対策分科会
お客様からのクレーム対策、近隣対策、
騒音・悪臭の防止策などを検討、マニュ
アル化する

2004年 8 月 「個人情報管理委員会」を設置
2004年10月 「個人情報保護方針」を制定
 「情報セキュリティ基本方針」を制定
2006年12月 プライバシーマークの取得

トーホーでの個人情報保護体制1

・ 個人情報預託先の選定基準の策定
・ 個人情報保護教育の実施
・ 電子メールの管理システムの導入
・ ロッカーの施錠管理を徹底
・ シュレッダーを利用した機密文書
廃棄の徹底
・ ノートパソコンのワイヤーロック

トーホーの個人情報保護・管理対策（例）2

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

「個人情報保護」に関する
教育用資料

ノートパソコンを机に固定する
ワイヤーロック

1

取締役会

通報・相談

★ 通報者には、社内規定に基づき通報者保護が適用されます

報告
調査結果報告

調査の結果、違反行為が
判明した場合取締役会に報告

懲戒処分
答申案

通報・
相談

通報・相談窓口

組合委員長

通報・相談 通報・相談

調査
依頼

支店・店舗

従業員★

2

3

4

内部通報制度の仕組み

生き活き職場委員

通報履歴管理

再発防止処置

是正処置

懲戒処分判断

1

2

108条委員会

皆様に信頼いただける、公正な企業活動に努めています
コーポレート・ガバナンス

倫理委員会

通報・相談窓口（倫理委員会事務局）

人事部・コーポレート統括室
監査室、
経理部等

※

※ 108条委員会 ： 就業規則の第１０８条に基づき、懲戒処分対象の可能性のある事例を
個別に事前審査する委員会



　お客様に安全で安心できる食品を提供するため、トーホーは全

社横断組織である「食品安全衛生委員会」を開催し、食の安全に関

する重点取り組み事項について審議し、活動を強化しています。

２００６年度は４回開催し、残留農薬等ポジティブリスト制度　　へ

の対応や、店舗・事業所での衛生点検などについて審議しました。

　2007年度には、六甲（兵庫）・鳥栖（佐賀）の両コーヒー工場で、

国際的な食品安全マネジメントシステム規格であるＩＳＯ22000

の認証取得を目指しています。ＩＳＯ22000は、食品製造工程で想

定される危害の予防・管理を、継続的に改善していくシステムであ

り、当社はさらに食品の安全管理を強化していきます。

全社をあげて食品の安全管理に取り組み、
ＩＳＯ22000認証取得を目指しています

　食品安全の取り組みを徹底するための従業員教育を、2006年

度は、事業部や役職、担当分野別に計23回実施し、延べ1,300名

が受講しました。主に、温度・時間管

理の重要性、食中毒菌と異物混入

の基礎知識、食品に関する諸法規

などをテーマとしました。

　2007年度は、計25回、1,500

名への教育を実施する予定です。

食の安全を周知徹底するため、
テーマを決めて従業員教育を実施しています

残留農薬等のポジティブリスト制度に対応し、
生産管理と検査体制を強化しました

トーホーの残留農薬等ポジティブリスト制度への対応1

1

検査する食品と水をミ
キサーに入れ、細かく
砕く

液体（有機溶媒）を加
え、農薬を抽出

②の抽出液から不要物
を除き、濃縮して検査
試料を作成

ガスクロマトグラフ質
量分析計に検査試料を
セット

ガスクロマトグラフ質
量分析計で検査試料
を分析

コンピューターでデー
タを解析し含まれてい
る農薬成分を調べる

食品安全衛生に関する従業員教育

　トーホーでは、適正な品質表示や衛生管理の実施状況を点検・確

認しています。社内工場や各事業所、各店舗で衛生点検を実施し、

商品の期限管理や衛生状況の点検をするほか、製造委託先工場で

も、工場経営者の食品衛生に取り組む姿勢と従業員への衛生管理

意識の徹底を重視した衛生点検を実施しています。

　2006年度は、社内工場の衛生管理を強化し、六甲アイランド

チーズ工場（兵庫）で月一回実施しているリステリア菌※に対する検

査の対象を、今までの製品・原料に加えて、環境（床・壁など）にも拡

大しました。また、ディストリビュー

ター事業所では品質管理を徹底

するため、食材に応じた多温度帯

管理をしており、新たにチルドビー

フ専用のチルド庫（０℃～５℃）の

導入を進めています。

社内各事業所と、製造委託先工場では、
適切な衛生管理を行っています

※リステリア菌 ： 乳製品や生肉、生野菜で多く検出される菌で、ヒトに感染すると
致死率の高い感染症を引き起こします。

　トーホーは、2006年５月施行の残留農薬等ポジティブリスト制

度　　に対応して、自社ブランド商品については、原材料や商品の

生産管理状況を確認するとともに、農薬等の検査体制を強化しまし

た。検査の結果、基準以上の残留農薬等が検出された場合は、原材

料の仕入先や商品の製造委託先に対して、栽培・肥育管理状況な

どを再確認し、残留農薬等が基準値以下となるよう管理方法の改

善に努めています。また、輸入品については、生産履歴や生産国で

の残留基準を調査したうえで残留農薬検査を実施、メーカー様から

の仕入商品については、調査票を送付して、各メーカー様がポジ

ティブリスト制度に対応できているかを確認しています。

　自社内での検査は、法律違反事例に基づいて基準値違反が発生

する可能性の高い順に商品をリストアップし、上位から重点的に実

施しています。今後は、動物用医薬品や飼料用添加物の分析ができ

る機器の増設や、分析体制を強化し、自社内で検査できる農薬等の

項目を増やしていく予定です。

トーホーでの残留農薬等の検査項目

ガスクロマトグラフ
質量分析計

高速液体
クロマトグラフ

検査項目検査装置

農薬 ２１７項目

抗菌剤・抗生物質 22項目

店舗での衛生点検の様子

　ポジティブリスト制度とは、一定量以上の農薬等が残留する食品の販売等を原則として禁止
する制度です。トーホーでは、残留農薬217項目、抗菌剤と抗生物質22項目の検査を行ってい
ます。それ以外の農薬等については外部検査機関と連携して検査しています。
　以下はトーホーで実施している残留農薬の検査の流れの概要です。

1 2 3 4 5 6

トーホーの品質管理室では、商品や原材
料の微生物検査や理化学検査を実施
し、食の安全性を確認しています。

8

1

7

トーホーの取り組み11トーホーの取り組み

お客様の「安心・安全」「健康」を考えた
“食”の提供に取り組みます
「食」はまさに、「いのちの源」。トーホーは食品を扱う企業として、

「健康で潤いのある食文化に貢献する」という企業理念を掲げています。

徹底的な安全管理・品質管理にこだわり、お客様の声をお聞きしながら、

「安心・安全」な商品を開発・提供していくのはもちろんのこと、

商品をより美味しく食べていただくための情報提供にも努めています。

「食」の提供を通して、すべての人が「健康」で豊かな生活をおくれる

社会を目指して、トーホーは努力を続けていきます。

「
安
心
・
安
全
」「
健
康
」を
考
え
た
食
の
提
供



理想の鶏肉を現地視察によって自分の目で確認
　トーホーの「オーガニックチキン」は、当社が世界中の鶏肉の
生産地から、安心・安全で美味しいものを探し求めた結果、お
客様にお届けすることができた商品です。
　私自身が米国の産地へ赴き、鳥インフルエンザなど鶏の疾
病リスクが低いと言われている現地の状況や、放し飼いという
自然な環境で、安全な有機栽培飼料だけを用いて飼育されて
いることを視察したうえで、「これこそ、お客様に自信をもって
おすすめできる理想の鶏肉だ！」と
いう確信をもって採用を決めまし
た。販売後のお客様の評判もたい
へん良く、「臭みがなく、鶏肉本来の
味がして美味しい」というお声をい
ただいています。

業務用商品部畜産グループ　チーフバイヤー  山田 博文
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　トーホーは2006年度、お客様に食品情報を適切に伝え、健康管

理や献立づくりに役立てていただくための全社統一ルールとし

て、「プライベートブランド商品開発における表示作成手順書」を作

成しました。

　食品衛生法や健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法など

食品表示に関連する法律に基づいた表示方法の遵守はもちろんの

こと、現在法律で必ずしも表示することが定められていない食品に

ついても栄養成分や原料原産地情報などの表示に取り組んでいま

す　　。表示にあたっては理解しやすい表現を心がけ、複数人で

チェックする体制をとっています。

　また、ディストリビューター事業部では、外食産業のお客様向け

に当社独自の商品情報データベースを構築中です。お客様に原材

料や栄養成分、アレルギー物質情報など商品の品質に関する情報

を順次、提供していく予定です。

適切で役に立ち、わかりやすい
食品表示に努めています

　「Ｐ&Ｐ作戦」の「Ｐ」は、ＰＯＰ、プライスカード、ポスター、パンフ

レットの頭文字。トーホーのプライベートブランド商品に対する「原

料へのこだわり」「品質管理へのこだわり」「美味しさへのこだわり」

を、これらの販促物を通してお客様にご理解いただくことが、この

作戦の目的です。2006年8月からは「Ｐ&Ｐ作戦」第一弾としてA－

プライス全店舗で刷新したＰＯＰ、ポスター、プライスカードの掲示

を開始　　。また第二弾として、ディストリビューター事業部でパン

フレットを作成し、全事業所にファイルして備え置きました。

　今後も、継続的に、お客様へのわかりやすい情報提供に努めます。

お客様に役立つ商品情報を提供する
「Ｐ&Ｐ作戦」を展開しました

　トーホーは安全性を第一に、牛肉や鶏肉を安定供給できる体制

を整えています。2006年7月に米国産牛肉の輸入が再開され、

トーホーでは、安全性の高い米国サンランド社様の「グランドリ

バーブランド」の牛肉の取り扱いを開始しました。このブランド

は、飼育から食肉加工まで一元管理体制で個体管理することで生

後20カ月齢以下の牛を選別しており、

安全性が疑問視されている成長ホル

モンも使用していません。

　鶏肉については、鳥インフルエンザが

発生した場合、農林水産省からの指示に

従い、安全性をお客様へお知らせしてい

ます。また、2006年度は、複数産地確

保による安定供給の視点および、さらな

る安心・安全の追求により、米国ノース

カロライナ州「オーガニックチキン」の取

り扱いを開始しました。

ＢＳＥや鳥インフルエンザ問題に対応し、
安全な食肉の安定供給に努めています

　トーホーは、地域で生産された新鮮で安心できる食材をお客様

に提供する地産地消　 　に取り組んでいます。２００６年８月に神

戸市で初めて特定法人貸付事業制度※を利用して農地（面積約２３６

アール）を借り入れ、農産物の生産を開始し、２００６年秋には、有機

堆肥や減農薬で栽培したキャベツやブロッコリーなどを食品スー

パー１０店舗にて販売しました。

　また、食品スーパー本多聞店

では、地元兵庫県の農家から直

送される「地場産野菜」を販売し

ています。

地元の新鮮な野菜をお届けするため
トーホーが生産した農産物の販売を始めました

展示商談会で掲示している
「グランドリバービーフ」の
特徴を紹介したポスター

アールグレイプレミアム

※特定法人貸付事業制度 ： 
　農業生産法人以外の法人でも市町村
などから農地を借り入れ、農業経営を
行うことができる制度。

1. トレーサビリティ
食品の原料原産地から、加工工程や流通経路、販売に至るまでの履歴が追
跡可能であること。これによって、事故発生時の原因究明や回収の効率化、
品質管理の向上、消費者への情報提供の充実が期待できます。

2. 地産地消
地域生産・地域消費の略で、地元でとれた農産物などを地元で消費するこ
と。鮮度の高い生産物が提供でき、地域の消費者と生産者の相互理解を深
める取り組みとして期待されています。

新鮮な国産天然地魚をお届けする
インターネット通販「にっぽん地魚紀行」
　2006年10月から、外食産業から一般のお客様まで幅広
いユーザーへ、インターネットを通じて新鮮な天然地魚を販
売する「にっぽん地魚紀行」のサービスを開始しました。全国
の漁港で水揚げされた天然地魚を、その日のうちに発送、翌

日にお客様の元へお届け
するので、いつ、どこで獲れ
た魚か一目瞭然です。
　また、お客様との親近感
を大切に、ご要望やお問い
合わせへの迅速な対応に
努めています。

製造情報を検索可能な
ディルマ紅茶の取扱いを開始しました

自主的な食品表示例1

「Ｐ&Ｐ作戦」で用いたポスター例2

1

2

「安全」「健康」「美味しい」情報提供で
介護施設のお客様の信頼を獲得
　ある介護施設の栄養士様から、「施設の入居者の方に、より
安全で健康な食事を提供したいが、パッケージを見ただけでは
商品ごとの品質の差がわからないことがある」というご意見を
いただきました。
　そこで、各種商品の紹介パンフレットなどをご覧いただいた
うえで、商品の安全性を丁寧に説明し、パッケージや外観だけ
ではわからない美味しさを試食で実感していただきました。
その結果、安全性や品質の良さを納得して、商品を選んでい
ただくことができました。
　これからもお客様のニーズに応じてわかりや
すく商品情報を発信することによって、安心
して商品を選んでいただけるようにしたい
と思います。

Ａ－プライス薬院店  店長  桑原 一寿

「にっぽん地魚紀行」ＷＥＢサイト
http://www.j-sakana.jp/

お問い合わせへの対応事例
先日、ツブ貝の食べ方がわからないとのお問い合わせがあり、発送当日の
夕食時間だったため、取り急ぎ漁協にも美味しい調理法を聞いてご連絡し
たところ、早速「おいしかった！」との返信をいただきました。

（にっぽん地魚紀行担当者） 　ディルマ紅茶は、茶摘から製品化までスリランカ国内で一貫
して行われており、インターネット上で製造情報を検索すること
ができます。
　また、スリランカ国内でブレンド後、即時包装される、他に類を
見ない新鮮な紅茶です。
鮮度保持によって紅茶
の渋みをほとんど感じさ
せることなく、すっきりと
した味わいに仕上がって
います。

九州産の香り高い柚子、
国産天然海塩「天草の塩」へのこだ
わりを紹介しています。

「味わいチャート」でコー
ヒーのコク・酸味・苦味・香りを5段
階でわかりやすく表示しています。

2

イーストビー　エビカツ
JAS法では表示を義務付

けられていない食品ですが、原料
原産地を自主的に表示。外食産業
のお客様がメニューに産地表示す
る際に役立てていただけます。

Point

食品スーパー　日替弁当
食品スーパーの一部店舗で

は、外部に製造委託している日替弁当に
試験的にカロリーを自主表示しました。
今後は、お客様の反応を見ながら取扱
店舗数や対象商品の拡大に努めます。

Point

Point Point

契約農場での放し飼い

地場産野菜の販売

トーホーの取り組み1
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鯨の食べ方を紹介したＰＯＰ

メニューを提案（鯨ユッケ巻き）

1211

　外食産業のお客様に役立つ情報提供の場として、展示商談会を

毎年、開催しています。2006年度は春・秋それぞれ4会場で、延べ

20,662名のお客様にご来場いただきました。

　2006年度は、健康と環境に配慮し持続可能な暮らしを志向す

る生き方「LOHAS（ロハス）」　 　をメインテーマとし、春は「マク

ロビオティック」　 　や「アンチエイジング（老化予防）」、「デトック

ス（体内浄化）」をキーワードに食べて健康になるスイーツメニュー

を、秋は一日のはじまりに大切なエネルギー源である朝食メニュー

を提案しました　　。また、環境に配慮した食材として、特別栽培の

野菜や有機栽培納豆、フェアトレード認証の有機栽培コーヒーなど

を紹介しました。今後の展示商談会でも「食を通して健康に」という

考え方に基づいたメニューを提案していきます。

外食産業のお客様へ、「展示商談会」で
LOHAS（ロハス）をテーマにメニューを提案しました

　トーホーは、ヘルシーな食材である鯨を提供しています。鯨は、高

タンパクなのに低カロリー、低脂肪な健康食。脳の働きを活性化し、

血流を良くすると言われているＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）などの

不飽和脂肪酸が多く含まれ、鉄分も豊富です。日本の伝統食である

鯨の良さを再認識していただくため、専属チームが100種類以上

のメニューを作成し、展示商談会や店舗のＰＯＰなどで、お客様にご

提案しています。

　商業捕鯨中止後、鯨の過度な増加に

よる海の生態系破壊も懸念されていま

す。当社は、日本の食文化の継承およ

び、生態系保護の観点から、鯨を提供し

ています。また、当社で販売をしている

鯨は、捕鯨条約に則った捕鯨調査の副

産物であり、個体ごとに水銀、ポリ塩化

ビフェニルなど有害物質の検査を実施

することで、安全性を確保しています。

日本の伝統的な食文化の一つである
ヘルシーな「鯨」を提供しています

消費者の健康志向に応える商品を開発
　食品スーパー事業部のプライベートブランド「くらしアイ」の
開発担当になって約１年、「安心・安全」「健康」「環境」をキ̶
ワードにした商品開発に、日々取り組んでいます。
　2006年度は、従来の牛乳に比べて乳脂肪分を１／４に抑え
ながら、無脂乳固形分を増やすことで美味しく仕上げた「くらし
アイ低脂肪乳」や、北海道産の小粒なスズマル大豆を100％
原料に使用した、食べやす
さと健康志向を特徴とす
る「くらしアイ北海道納豆」
をはじめ、２８アイテムを新
たに開発、発売しました。
　今後も消費者ニーズを
的確にとらえて、お客様に
喜んでいただける商品の
開発を進めていきたいと
思います。

商品本部  家庭用商品部  課長
  永井 稔和

　トーホーでは、「安心・安全」「健康」「美味しさ」を考えたプライ

ベートブランド商品を開発・提供しています　　。

　お客様の声を商品開発に活かし、産地やメーカーを厳選し、原

料・製法・鮮度、そしてお客様の健康にも配慮した、「高品質」で「美

味しい」商品づくりを目指しています　　。

「安心・安全」「健康」「美味しさ」をキーワードに
プライベートブランドを展開しています

お客様の「安心・安全」「健康」を考えた商品開発

日本初の「日中薬膳・機能性食材博覧会」に
後援・出展しました
　2006年12月に開催された、福岡の中村学園大学様と中国の上
海中医薬大学様共同主催の日中薬膳・機能性食材博覧会に、トー
ホーは後援・出展しました。
　この博覧会は、普段の食事が病気の治療と同様に健康にとって大
切であるという「医食同源」の考え方を基調とする「本物の薬膳」を、
社会に広める日本で初めてのイベントです。「個人の体質や健康状態
の診断に基づく中医学の理論と科学的根拠に立脚した日本型薬膳の
推進を図る」という開催趣旨に賛同し、2005年12月から、開催計画
などについて話し合う委員会に、当社も委員として参加しました。ま
た、当社の取引先メーカー様４７社に出展を依頼し、賛同いただきま
した。当社のブースでは、こだわり食材を用いた薬膳メニュー　　を
提案したほか、有機栽培フェアトレードコーヒーや日本の伝統的な食
文化であるヘルシーな鯨を紹介するコーナーも設置しました。

薬膳・機能性食材博覧会で紹介した薬膳メニュー例3

3

薬膳メニュー
牛肉と山薬（山芋）の炒め物

山芋は消化酵素を多く含み
消化を促進します。さらに、良質なタン
パク質を含む牛肉とともに食べること
で、滋養強壮にも効果があります。

トーホーのプライベートブランド1

1

一般のお客様の健やかな暮らしを
支える、素材や製法にこだわっ
た「食品スーパー」のブランド

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
ヒーブランド

小規模の飲食店でも使い勝手がよ
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

外食産業のお客様向けの素材や風
味、製造方法に徹底的にこだわっ
た業務用ブランド

トーホーのこだわり商品2

2

「マルチエイド」サプリメントの決定版！
１パック（６粒）の中に１５種の

ビタミンと１２種のミネラルを凝縮しま
した。原料は天然素材を使用し、合成着
色料や保存料は使用していません。体に
やさしいハイスペックサプリメントです。

国産天然塩（天草の塩・最進の塩）
ミネラルを豊富に含む対馬海

流地域の天然海水塩です。「天草の塩」
は熊本県天草灘の火力発電所の熱を
有効利用して製造。「最進の塩」は、山
口県吉母浜の透明度１８ｍのきれいな
海水を煮詰めて製造しています。

1
2

展示商談会で紹介したロハスなメニュー例4

4

ロハスなスイーツ　甘酒と苺のみつまめ
寒天に上白糖ではなく甘酒を

使った、マクロビオティック　 　な「みつ
まめ」です。甘酒は日本の伝統的な高栄養
飲料です。

ロハスな朝食　おいなりひじき
対馬産ひじき煮と無農薬大豆

の水煮を使用し、多品種の食材を「おい
なり風」で一度にたっぷりと食べられま
す。ひじきと大豆を一緒に食べることで
便秘解消効果が期待できます。

2

1. LOHAS（ロハス）
Lifestyles Of Health And Sustainabilityの頭文字をとった言葉で、健康
と地球環境に配慮した持続可能な暮らしを志向するライフスタイルのこと。

2. マクロビオティック
その土地の旬の穀物や野菜・豆を主食材とし、精製や皮むきなどをせず、
丸ごと食べることで心身の健康を目指す考え方。

「豚を病気にさせない」ことを
第一に、徹底した血統管理で特定病原
菌を持っていない豚を、伝染病をシャッ
トアウトした環境で抗生物質や成長ホ
ルモンを一切使用せずに健康に育て
た、安全性の高い商品です。（産地：ア
メリカ・ノースカロライナ州）

自然豚シリーズ

中国・山東省の直営農場で、
抗生物質や合成抗菌剤を使用せずに
植物性飼料のみで育てた鶏です。一本
一本丁寧に備長炭でじっくり焼き上げ
ています。

自然鶏炭焼き
やきとりシリーズ

パン本来の風味
を強く引き出すため、イー
ストのかわりに天然酵母を
用いました。サクサクとし
た歯ざわりに揚がります。

ソフトパン粉

アミノ酸などの
化学調味料や増粘多糖類
などの化学合成添加物を
一切使用していません。ま
た、国産で天然の海水か
らできた塩「天草の塩」を
使用しています。

ねりからし

増粘多糖類やソ
ルビトールなどの化学合
成添加物の代わりに還元
水飴を使用。従来品は18
～20％ある塩分を14～
15％に抑えた体にやさし
い、ねりうめです。

ねりうめ

トーホーの薬膳ブース日中薬膳・機能性食材博覧会

低脂肪乳

北海道納豆

Point

Point

Point

Point

Point

Point

Point

Point

Point Point

メニュー

VOICE
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トーホーの取り組み1

用  語  解  説

「
安
心
・
安
全
」「
健
康
」を
考
え
た
食
の
提
供



　部門担当者・環境管理責任者・CSR推進室が環境情報の共有を

図るツールとして「環境情報報告書」を作成し、コミュニケーション

の充実による環境改善に努めています。

　また、毎年テーマを決めて環境教育を実施し、環境に対する意識

の向上を図っています。2006年度は、「リサイクル」などをテーマ

とした環境教育を実施しました。

　トーホーは、２００６年度、ディストリビューター事業部３カ所で、環

境マネジメントシステムの国際規格であるＩＳＯ14001の認証を

取得しました。

　これまでも、Ａ－プライス82店舗※、食品スーパー12店舗、神戸

本社・九州本社、店舗の設備管理などを担当するグループ会社

（株）ＴＳＫにて認証取得しており、2006年度末時点で合計100カ

所になりました。

ディストリビューター事業部で
ＩＳＯ14001の認証を取得しました

「環境情報報告書」と環境教育を通じて、
社内での環境意識の向上を図っています

　2006年度の内部監査の結果、不適合・計５１件、観察事項・計

151件の報告がありました。一部の店舗で記録管理の不備が見受

けられたため、年度変わりに破棄すべき記録をCSR推進室から社

内イントラネット上で連絡するなどの改善を図りました。

　また、2006年7月に受審した外部監査においては、不適合5件、

観察事項26件が報告されると

ともに、兵庫楽農生活センター

で実施している楽農交流事業

（P22参照）が「特筆すべき活

動」として好事例の評価を受け

ました。

内部監査、外部監査受審によって、
環境保全活動をチェックしています

集計方法
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2006 年度（2006年2月1日から2007年1月31日まで）

環境保全コストの計上基準
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、エコプロジェクトの人件費については、
（単価）×（所要時間）で算出しています。

公害防止コスト

地球環境保全コスト

資源循環コスト

上・下流コスト

管理活動コスト

研究開発コスト

社会活動コスト

　　 合　　　　計　　

環境保全コスト分類 費用額投資額具体的な取り組み

2006年度の環境保全コスト （単位：千円）

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、室外機移設 ほか

廃棄フロンの処理、蛍光灯の適正処理

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、一般および産業廃棄物の処理 ほか

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、買物袋スタンプカード制度の推進 ほか

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、セミナー参加、書籍購入、植栽剪定

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

5,748

15,289

137,052

40,129

34,861

68

14,523

247,670

1,060

0

0

0

0

0

0

1,060

事業
エリア内
コスト

環境会計

本社総務部

九州本社総務部

CSR推進室

家庭用商品部

A－プライス商品部

営業企画室

AP－PL推進室

ＭＤ部

営業企画室

A－プライス
事業部

商品本部

環境マネジメントシステム体制図

外部監査の様子

環境マネジメント
委員会

環境管理責任者

経営層
営業部 店舗

営業企画室

戦略マーケティング部

ＭＤ部

営業部食品スーパー
事業部

店舗

事業所

　トーホーは環境保全活動の充実を図るために、２００６年度も環境
省の環境会計ガイドラインを参考に、環境保全コストの把握に努めま

した。今後も環境会計システムをさらに充実化させ、環境保全コスト
対効果の把握や内部管理ツールとしての活用を目指します。

※2005年度末の認証取得数84店舗から、閉店のため２店舗減少。

ディストリビューター
事業部

（株）TSK

トーホーの取り組み2

自然豊かな“未来”を目指して
「環境」保全活動に取り組みます
緑豊かな地球環境があってこそ、豊かな「食」が育まれ、

次の世代へといのちが継承されていく──

トーホーは、地球環境問題への対策を、重要な企業の社会的責任であると同時に、

急務を要する課題と考えています。

商品・資材の調達から、商品・サービスの提供、物流、本社業務にいたるまで、

事業の各段階にわたり、全社をあげて環境保全に向けた

さまざまな活動を行っています。このような取り組みの結果を検証しながら

継続的に改善していくことで、環境負荷の低減を目指します。

2006年８月にＩＳＯ14001認証を取得し
たディストリビューター事業部。商品の配
送には、環境負荷の小さい「天然ガス車」
の導入を進めています。

2トーホーの取り組み

13

「
環
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動
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　ディストリビューター事業部は、多くの車両を使ってお客様に商品
を配送しており、大きな環境負荷のひとつである「配送にともなう
CO2排出」の削減に注力しているほか、「商品在庫の賞味期限切れな
どにともなって発生する食品廃棄物」の削減にも取り組んでいます。
　2005年９月から環境マネジメントシステムISO14001認証取得
に向けたプロジェクトをスタートし、2006年8月には、神戸支店、福岡
支店、ディストリビューター営業本部の3カ所が認証を取得しました。

　ディストリビューター事業部は、2006年度から「エコ安全ドライ
ブ」運動を開始しました。この運動では、ドライバーに安全で省エネに
もつながる運転方法を身につけさせるため、実技体験を含む講習な
どを実施しています。2006年度は7月に、各支店から13名の参加
者を集めて講習会を実施し、啓蒙ツール、ステッカーを各事業所に配
布しました。講習を受けたモデルドライバーは、エコ安全ドライブ推進
リーダーとなり各事業所で啓蒙活動を行います。
　今後は各事業所での啓蒙活動の実施状況を確認するとともに、運
転操作マニュアルを作成するなど、取り組みを強化していきます。

「エコ安全ドライブ」運動を通じて
地球温暖化を防止していきます

業界で初めて、完全循環型の
リサイクルユニフォームを採用しました

　トーホーは、以前から地球温暖化を防止する取り組みとして省エ

ネ活動を行ってきました。その取り組みをいっそう強化すべく、

2006年5月から「チーム・マイナス6％」に参加しています。「チー

ム・マイナス6％」は京都議定書　 　で定められた、温室効果ガス

排出量の目標値を達成することを目的とした国民的プロジェクト。

　当社はこれからも、電気使用量の削減や、エコカーの導入などに

より、地球温暖化の防止に貢献する取り組みを進めます。

「チーム・マイナス６％」に参加し、
地球温暖化の防止に取り組んでいます

　2006年度、神戸、九州の両本社では、不要な照明器具の消灯に

よる節電の徹底に加えて、夏場にクールビズに取り組み、電気使用

量の削減に努めました。本社では冷房温度を２８℃に決め、各部署

の設定温度を定期的に点検することで、より確実な省エネの実施

を実現しました。

　これらの取り組みによって、本社では2006年度の目標であ

る「2005年度比１％削減」を上回る6.9％の削減結果となりまし

た。また、九州本社では、2005年６月にホストコンピューターを外

部へ移動したり、部署の本社への移転などにともない、本社と目標

および達成数値が大きく異なりますが、「2005年度比15.2％削

減」の目標に対し25.4％の削減結果となりました。

空調設定温度の定期点検を実施するなど、
両本社にて電気使用量削減に努めました

　Ａ－プライスは2005年２月より首都圏12店舗で、2006年７月

より九州地区27店舗で、デマンド監視装置　 　を導入しました。首

都圏の導入12店舗において、2006年度の電気使用量は2005

年度比計0.6％の削減結果となり、削減量は計41,833kWhとなり

ました。2007年度は、同装置を他店にも展開する計画です。

　また、食品スーパーとＡ－プライス全店舗の事務所・休憩室・更衣

室では、夏場の空調の設定温度を28℃にし、クールビズに取り組

み、電気使用量の削減に努めました。

店舗では、デマンド監視装置の導入や
クールビズに取り組みました

　トーホーはエコカーの導入を推進しており、九州本社にて、天

然ガス車１台、ハイブリッド車３台を保有しています。（ディストリ

ビューター事業部についてはP16参照）

　また、当社の物流センターや

店舗に商品を搬入する取引先様

にアイドリングストップを周知徹

底するとともに、車でご来店する

お客様へのお願いも継続して

行っています。

エコカーの導入やアイドリングストップの
推進によって地球温暖化防止に努めます

福岡支店が九州経済産業局長賞を受賞しました
　2006年9月、福岡支店が「九州クリーンエネルギー自動車導
入優良事業所」として、「九州経済産業局長賞」を受賞しました。
　これは、当社がエネルギー環境対策の重要性を深く認識し、
天然ガス車を率先して導入するこ
とで、エネルギーの安定供給およ
び環境改善に向けて積極的に取り
組んだことが評価されたことによ
るものです。

1. 京都議定書
地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化炭素など）の削減を義務付
けた、国際的な取り決め。日本は2008年～2012年の間に、温室効果ガス
を1990年比6％削減するという目標値が割り当てられています。

2. デマンド監視装置
設定した電力量を超えないように電気の使用状況を常時監視することによっ
て、電気使用量を抑制できる装置。

3. 完全循環型リサイクル
「繰り返し、新しい繊維に再生できる繊維」など、使用済みの製品から、新た
な同じ製品を何度でもつくり出せる仕組み。

エコ安全ドライブ啓蒙ステッカー

九州経済産業局長賞の賞状

　トーホーは2006年4月、ディストリビューター事業部のルート
セールスおよび配送を行うセールス員の夏の制服として、使用後、何
度でも繊維として再生可能な、完全循環型リサイクル　 　ユニ
フォームを1,158枚導入しました。
　これは業務用食品卸売業界において初めての取り組みであり、本
社などの女性用ユニフォームにも採用拡大を検討します。
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2006年度のディストリビューター事業部の主な環境保全計画

エコ安全ドライブ講習会の様子

ディストリビューター
事業部採用のリサイクル
ユニフォーム

注）CO2換算：換算係数0.555ｋｇ-CO2/kWhを使用して算出。

店舗数

電気使用量（A－プライス）
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注）集計範囲：ディストリビューター事業部 神戸支店 福岡支店
電気使用量のCO2換算：換算係数0.555ｋｇ-CO2/kWhを使用して算出。
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電気使用量（両本社）

0

500

200

400

600

125

250

375

125

250

375

800
(千kWh)

（年度）2003 2004 2005 2006

本社

513.2

588.9588.9
551.4551.4

595.3 578.5578.5

588.9
551.4

578.5

20020 0

500

200

400

600

800
(千kWh)

（年度）2003 2004 2005 2006

九州本社

360.6360.6360.6

643.5

483.1

692.2
742.5

CO2換算(t-CO2) CO2換算(t-CO2)

20020

330.4

384.2
357.1

412.1

268.1

200.1

326.8 321.1 306.0
284.8

4,190 4,048

27.1

99.7

44.9

449.4449.4 419.4419.4449.4 419.4

87.6

●天然ガス車の導入や、
「エコ安全ドライブ」による
配送車からのＣＯ２排出量削減
（2005年度比５％削減）
●冷凍冷蔵庫の温度管理徹底
による電気使用量削減
（2005年度比５％削減）

●賞味期限チェックなど
在庫管理の徹底による
食品廃棄物削減（実測を開始）
●使用後のダンボール再資源化
（100%再資源化実施）
●完全循環型リサイクル
ユニフォームの導入

576.2 551.9

CO2換算電気使用量CO2換算電気使用量

54,38054,38054,38051,81451,81451,814 52,85152,85152,851
45,43245,43245,432

39,23039,23039,230

CO2換算電気使用量

地球温暖化の防止のために 廃棄物削減のために
完全循環型リサイクルユニフォーム

ステッカーで「エコ安全ドライブ」を呼びかけ
　エコ安全ドライブのモデルドライバーとして講習を受講して
以来、運転時には「安全」や「地球環境保護」をより強く意識する
ようになりました。
　職場では「エコ安全ドライブの５か条」が書かれた啓蒙ステッ
カーを車両に貼り、毎朝目を通すよう他のドライバーに呼びか
けています。最近では、この取り組みが「事故防止につながって
いる」と評価されるようになりました。安全で環境
に配慮する運転に対する意識が職場でもっと
高まっていくよう、これからも啓発活動に取
り組みます。
ディストリビューター事業部  福岡支店  第１営業部  主任

  松永  武

回収依頼

回収指示

素材供給

指定物流機関

製品納入
不要となった
制服を回収

ユニフォーム素材
供給会社

ユニフォーム
製造会社 リサイクル工場

CO2換算(t-CO2)

CO2換算(t-CO2)

2,325 2,247

2006年度末でディスト
リビューター事業部では
計27台保有しています。

天然ガス車ディストリビューター事業部で
環境保全活動を本格的に開始しました

九州本社で保有しているエコカー
天然ガス車（左）とハイブリッド車（右）

トーホーの取り組み2
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　トーホーは環境に配慮した商品の普及を目指し、自社ブランド

（PB）商品の開発と、当社独自基準を満たしたナショナルブランド

（NB）商品の導入提案を積極的に推進しています。

　2006年度、A－プライスは既存のPB商品４品について、ごみの

減量化やリサイクル促進のために、規格の見直しや包材の変更、分

別しやすい容器への切り替えなど環境に配慮した改良を行いまし

た　　。また、NB商品についても環境配慮商品３２品を導入提案し

ました。今後もA－プライスは、環境に配慮した商品開発に努めて

いきます。

　食品スーパーでは2006年度、非食品部門における環境に配慮

した商品の売上構成比を17.0%とすることを目標に定め、チラシ

にて定期的に環境配慮商品を紹介した結果、その売上構成比は

16.9%となりました。

環境配慮商品の開発に努め
お客様へご案内しています

　A－プライスの全店舗では、自社ブランドの環境配慮商品を中心

に18品を掲載した「エコ商品リスト」を作成し、お客様の目にとまり

やすいコーヒーの試飲サービスコーナーに設置しています。このリ

ストには環境配慮商品の特徴がひと目でわかるよう、商品名、規格、

売価、環境配慮の内容をわかりやすく紹介しています。

　また、食品スーパーでは６月と１０月に環境月間を設け、チラシで

環境配慮商品について紹介するなど、お客様の認知度を高めるた

めの取り組みを行っています。

環境配慮商品をもっと知っていただくため、
エコ商品リストを作成しました

　トーホーは、商品の販売にともなう包装の削減・軽量化に努めてい

ます。また、容器包装リサイクル法　 　に基づいて再商品化委託料金

を支払っています。食品スーパーでは2006年度、2005年度に引き

続き青果・塩干・惣菜のバラ売りを実施し、8月からは精肉・鮮魚のトレ

イを見直して軽量化を行いました。その結果、容器・包装の購入重量は

2004年度比11.0％削減の目標に対し、20.1％削減となりました。

　2007年度は容器・包装の購入重量を2004年度比12％削減

することを目標とし、引き続き容器・包装の削減・軽量化およびバラ

売りを推進します。

バラ売りやトレイの軽量化によって
容器・包装使用量を削減しています

　A－プライスの各店舗では、2006年度、通常タイプと保冷タイ

プの2種類のマイバッグを販売しました。また、事業部初の試みとし

て、レジ袋　 　を辞退されたお客様のポイントカードに1ポイント

を付与する「マイバッグ推進キャンペーン」を実施しました。６月に５

店舗で実施したところ、レジ袋の削減効果がみられたため、８月から

は全店舗に展開しました。2007年度も、ポイントを付与するキャン

ペーンを継続することで、マイバッグ

の持参を定着させ、ポイント付与率全

店平均８％の達成を目指します。

　食品スーパーでは、2006年度、6

月と11月の2回、通常は金券と交換

するスタンプカードをマイバッグと交

換できる「マイバッグ持参キャン

ペーン」を実施しました。2006年度

の辞退率は目標値9.50％を上回り、

9.84％という結果でした。今後はマイ

バッグの種類を増やすなど、マイバッ

クの持参を推奨していきます。

マイバッグの販売やキャンペーンの実施に
よって、レジ袋の使用量を削減しています

　食品スーパーでは、2001年度から店頭に空缶・牛乳パック・ペッ

トボトル・食品トレイなどについて、店頭回収のルール　　を示し、

分別回収BOXを設置して、お客様のご家庭で発生する資源ごみの

削減、再資源化のお手伝いをしています。九州地区の3店舗を除く

全44店舗で空き缶の回収を実施し、また、一部の店舗ではビンお

よび玉子パックの回収も実施しています。

　引き続き、2007年度も分別回収を実施します。

ごみの再資源化を推進するため
店頭で分別回収にご協力いただいています

1. レジ袋の環境問題
レジ袋の年間使用枚数は１人1日約1枚としても、約300億枚になると言わ
れており、容器包装の使用量削減は急務となっています。また、容器包装リ
サイクル法　 　では、商品提供に用いるレジ袋も再商品化義務の対象物に
該当します。

2. 容器包装リサイクル法
      （容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律）
家庭から排出される生活系ごみの約６０％は容器包装廃棄物です。容器包装リサイ
クル法は、消費者、市町村、事業者それぞれの役割分担を定めた上で、これら容器
包装廃棄物の減量化とリサイクルを促進するために、1995年に制定されました。

店頭回収のルールの例1

1

2006年度の環境に配慮した自社ブランド商品の例

お客様への「マイバッグ使用」のご案内を徹底
　Ａ－プライス筑後店では、レジでのお声がけや店内放送を通
じ、マイバッグと段ボールの使用をお客様へ呼びかけることに
よって、レジ袋の使用量の削減に取り組んでいます。
　日々の取り組みが功を奏して、最近は、毎日ご来店されるお
客様を中心に、マイバッグをご持参くださる姿が目
に見えて増えてきました。お客様自身の地球
環境問題への関心も高まっているように思
います。

A－プライス筑後店  スタッフ  西野 郁子

1

2

マイバッグ推進キャンペーンの
ポスター
レジ袋を辞退されたお客様に
は、ポイントカードに１ポイント
を付与。
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店舗に設置している分別回収ＢＯＸ
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包装材料に「プラマーク」
を入れることで、廃棄の際に分別し
ていただきやすくしました。

紙おしぼり

１ケースに入っている個
数を４個から６個に変更して、ごみ
となるケースを減量しました。

バニラアイスクリーム

使用後につぶせる容器に
することで、ごみのかさを減らせる
ようにしました。
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　食品スーパーは、食品廃棄物の発生を抑制し、発生した食品廃棄

物をリサイクルすることによって、削減に努めています。2006年

度、2店舗で生ごみ処理機により食物残さを再利用しました。（ト

ピックス参照）また、魚のアラの回収は７店舗増加して16店舗で実

施、オイルリフレッシャーを12店舗で導入し40店舗で廃油の再利

用を実施しています。

　2007年度は、食品スーパーの食品廃棄物排出量を2001年度比

31％に削減することを目指します。加えてA－プライス事業部では廃

棄商品の重量計測を実施し、食品廃棄物の発生抑制を推進します。

リサイクルの積極的な実施などで、
食品廃棄物の排出量削減に努めています

　六甲コーヒー工場は、「コーヒーチャフ（コーヒーの生豆の薄皮。

焙煎工程で取り除かれる）」を回収し、牛舎の寝床として利用してい

ます。2006年度からは本社および隣接する六甲コーヒー工場で、

生じる「コーヒーかす」を分別回収し、兵庫楽農生活センターでの肥

料としての利用を検討しています。

　さらに、A－プライスの試飲サービス

コーナーでは、2005年度に引き続き、

乾燥させたコーヒーかすをお客様に無

料でご提供し、消臭剤などとしてご利用

いただいています。

　今後は、「有機質肥料研究会」でコー

ヒーチャフ、コーヒーかすを有効利用す

る研究を行っていく計画です。

コーヒーチャフ、コーヒーかすの
再利用に取り組んでいます

コーヒーかすの提供

有機質肥料研究会でYＭ菌を
使って栽培したほうれん草を試食

循環型リサイクルシステム

食品廃棄物の循環型リサイクルへの取り組みが
「ひょうごバイオマスecoモデル」に登録されました
　トーホーでは、店舗で生じる食物残さからつくった土壌改良
剤を兵庫楽農生活センター（P22参照）で活用し、できた野菜
を同センター内で消費し、一部店舗でも販売する「循環型リサ
イクル」に取り組んでいます。この取り組みが2006年11月、
兵庫県の「ひょうごバイオマス　 　ecoモデル」に登録されま
した。今後、食物残さからつくる土壌改良剤の使用量を増やし
ていく予定です。
　また、2006年９月には、家畜糞
尿・汚泥を有用物へ変換し、土壌を
浄化する作用が期待される「ＹＭ菌
※」の活用方法を研究する「有機質
肥料研究会」を発足し、循環型リサ
イクルの推進に取り組んでいます。

1. バイオマス
再生可能な、生物由来の有機性資源のこと。生ごみ、家畜排せつ物、木
くずなど。CO2の排出抑制、廃棄物削減などに効果があり、循環型社
会に適した技術として開発・利用が進められています。

1

食品廃棄物排出量
（食品スーパー）

600

300

900

1,200
(t)

（年度）2001 2006

650.2

20050

1,033.7

2006年度の食品廃棄物と
リサイクル量（食品スーパー）

食品廃棄物
総排出量
780.0t

リサイクル量※

129.8t
16.6%

※魚のアラ回収＋生ごみ処理機による処理

06年は01年比37.1％削減

コーヒーチャフを牛の寝床に

一店舗当たりのごみ廃棄物
排出量（A－プライス）

廃棄物量（両本社）

売上100万円当たりのごみ
廃棄物排出量（食品スーパー）

注）集計範囲： 2002～2005年度はISO14001認証
取得店舗の実績。2006年度より全店実績に変更。

(70L袋百枚) (70L袋百枚／店舗) (kg／百万円)

全店舗
ISO14001認証取得店舗1店舗当たりのごみ廃棄物

ごみ廃棄物量

廃棄物排出量
再資源化率ごみ廃棄物量

廃棄物排出量
再資源化率ごみ廃棄物量

(t)(t) 再資源化率(%) 再資源化率(%)
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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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食品スーパー店舗
にて販売

生ごみ処理機で
土壌改良剤に

• 社団法人 兵庫みどり公社
  「兵庫楽農生活センター」
• 神戸市からの
借用農地（P9参照）

現地で消費
農産物
を栽培

直売所
レストラン

食物残さ

715.6715.6715.6

※YM菌 ： 超高温好気性細菌

「
環
境
」に
配
慮
し
た
事
業
活
動

Ａ－プライス
事業部

Ａ－プライス
商品部

食品
スーパー
事業部

（株）TSK

本社

環境部署目的 2006年度　部署目標 2006年度　実績 評価 参照ページ

２００6年度環境保全活動の目標と実績

各店別目標値達成

自社ブランド商品８アイテム開発
環境に配慮した商品３０アイテムの導入提案

２００１年度比２０％削減
２００１年度比２０％削減
辞退率（スタンプカード回収枚数×２０/客数）
９.５０％の達成
オイルリフレッシャーの１０店舗導入
２００４年度比１１.0％削減

２００６年度売上構成比１７.0％の達成

2001年度比25.3％削減
2001年度比37.1％削減

辞退率9.84％

2006年度12店舗導入、累計40店舗導入済
2004年度比20.1％削減

2006年度売上構成比16.9％

ごみ廃棄物量削減
食品廃棄物の削減

レジ袋辞退率の向上

廃食油削減
容器・包装購入重量削減
環境にやさしい商品の
売上構成比の向上

ミニ展示商談会にてエコ商品（備品）６アイテム
の導入

４アイテム開発
３２アイテム導入提案

６アイテム導入

電気使用量削減 （中津店～名護店）２００５年度比１０５％以内に
抑制。全店計１３０％以内に抑制

８７店舗（中津店～名護店）中５８店舗達成

（中津店～名護店）９6.7％　全店101.8％ ○

各店別目標値達成
（中津店～名護店）２００５年度比１０５％以内に
抑制。全店計110％以内に抑制

８７店舗（中津店～名護店）中５６店舗達成

（中津店～名護店）９７.２％　全店９６.９％ ○

各店別目標値達成
（中津店～名護店）２００５年度比１０５％以内に
抑制。全店計110％以内に抑制

８７店舗（中津店～名護店）中６９店舗達成

（中津店～名護店）８８.７％　全店92.6％

―

―

―
P15

○

○

○

○

省エネ機器導入検証（照明・空調設備） 検証は実施したが、導入に至らず
二酸化炭素排出削減計画

△
環境に配慮した機器の検証・新店への採用 情報収集段階 ×
騒音基準の遵守（A－プライス店舗、食品スーパー店舗） 新店/改装時に騒音基準の遵守確認を実施騒音基準を遵守する ○
電気使用量２００５年度比１％削減 2005年度比６.９％削減地球温暖化防止を行う ○

ごみ排出量２００５年度比１％削減 2005年度比５３.２％増加資源のリサイクルを促進
する ×

事務用品のグリーン購入率７０％以上 購入率６５.９％グリーン購入を推進する
環境に関する社会貢献活動実施による、社員の
意識向上 毎月本社周辺清掃実施環境に関する社会貢献

活動の実施

×

○

九州本社

CSR
推進室

ディストリ
ビューター
事業所

電気使用量２００５年度比１5.2％削減 2005年度比25.4％削減地球温暖化防止を行う

兵庫楽農生活センター体験学習参画年間１,２００名 750名参加（2006年2月～2007年1月末間）
地域社会貢献

食品廃棄物排出量の把
握
廃棄物量の抑制
資源の保全

自社配送におけるCO2排出量2005年度比5％削減 2005年度比4.2％削減

環境コミュニケーション
の充実

地球温暖化防止を行う

兵庫楽農生活センターレストラン10月にオープン/稼動 オープン日が11月11日にずれ込んだ
社内ボランティア情報収集 12件受付

8月22日認証取得済ディストリビューター事業部神戸支店・福岡支店
ISO14001認証取得委員会事務局業務の推進

ディストリビューター事業部
神戸支店・福岡支店
ISO14001認証取得

○

ごみ排出量２００５年度比１％削減 2005年度比７.３％削減資源のリサイクルを促進
する

リサイクル継続実施 ４３４枚回収・リサイクル実施ユニフォームのリサイク
ル実施

○

○

事務用品グリーン購入数量把握 取扱アイテム５１６品目中４２６品目グリーン購入を推進する
環境に関する社会貢献活動実施による、社員の
意識向上 総延べ参加人数５０２名環境に関する社会貢献

活動の実施

○

×

△
△

×

○

○
○

△

○

×

×

○

△

○
○

○

○

○
○

○

△

×

P19

P17

P19

―

―
P15

P19

―

―

P15

P19

P16

―

P22

P16

―

P16

―

P19

P19
P18

P17

P18

P18

レジ袋使用量抑制

ごみ廃棄物量削減

環境にやさしい商品の
開発と提案

電気使用量2005年度比5％削減 2005年度比3.4％削減

2006年度食品廃棄物排出量把握 今年度、目標数値は未設定。計測記録実施

2006年度廃棄物量（袋数）測定 今年度、目標数値は未設定。計測記録実施
ダンボールのリサイクル再利用/再資源化 完全実施

他社の「環境社会報告書」、月1冊以上の検証 1冊検証
環境社会報告書の関連情報収集 2007年度版に向けて各部署より情報収集中
2006年度版の配布先を月１回検証 4,406部配布・検証
2006年度版について社内研修で配布し、アン
ケート回収/検証 未実施

内部環境監査員の養成のため、セミナー紹介 未実施

社内コミュニケーションの徹底 「かわら版しーえすあーる」を2カ月に1回発行し、
合計6回発行済

トーホーの取り組み2

本社 九州本社

TOPICS

用  語  解  説



「人々」との良好な関係づくり

美味しい食べ物や飲み物を口にしたとき、人の表情には自然と笑みがこぼれます。

トーホーがさまざまな事業や社会貢献活動を、誠意をもって行っているのは、

まさにステークホルダーの皆様の、心からの「笑顔」に出会いたいからなのです。

当社は、ステークホルダーの皆様から大きな信頼を得て、より良好な関係が得られるよう、

また当社の取り組みにもっとご満足いただけるよう、日々考え、努力しながら、

企業活動に取り組んでいます。

皆様に信頼される“誠実”な
         　企業活動に取り組みます

兵庫楽農生活センターでのイベン
ト（露地野菜体験コース）に参加し
た子どもたち。自分たちで種をま
いて育てた、大根やキャベツなど
の野菜を収穫しました。

　トーホーは2005年度から、（社）兵庫みどり公社様が管理運営

者となる「兵庫楽農生活センター」（兵庫県神戸市）において、兵庫

県が進める「食と農を楽しむ楽農生活」の実践を支援する楽農交流

事業に参画してきました。2006年度は下表のイベントの開催に加

え、飲食を通じた食育の場として、１１月に「楽農レストラン 育みの

里 かんでかんで」をオープンしました。このレストランでは、「地産

地消（P９　 　）」や「旬」にこだわり、同センターや地元で収穫した

新鮮な野菜をふんだんに使った

ブッフェランチや、但馬牛のス

テーキや播州地鶏を使ったク

リームシチュー、といったメ

ニューを提供しています。

　2007年９月には、同セン

ター内で生産した野菜や、地元

農産物を使った加工品などを販

売する直売所を本格的にオー

プンする予定です。

「食」と「農」に親しむ楽農交流事業で
地産地消にこだわるレストランをオープンしました

店舗やレストランで障がい者の手による
パンを取り扱っています

フェアトレード商品の販売などを通じて、
生産者の自立や活性化を支援しています

　社会福祉法人まほろば様は、障がい者の自立を促進すると

いう主旨のもと、知的障がい者の手によるパンや焼き菓子を製

造・販売しています。トーホー

では2005年3月から食品

スーパーでまほろば様のパン

の販売を開始。現在3店舗に

て販売しています。

　また、上記の「楽農レストラン 

育みの里 かんでかんで」にお

いても取り扱いを始めました。

「楽農レストラン 育みの里 かんでかんで」

100％フェアトレード原料使用
商品のみに使用できるラベル

楽農レストランのバイキングでの
まほろば様のパン

　仕入れの最低価格の保証や中間業者
を通さない直接取引、一定期間の買い
入れなど、公正な取引によって開発途上
国の生活の向上と自立を目指します。

フェアトレードコーヒーについて1

1

露地野菜
体験

里山
再生塾

食と農の
小学校

内容コース名 参加者

2006年度の楽農交流事業開催のイベント

延べ329名
（全12回）

種まきから苗の定植・育成・収穫まで、野菜
づくりのすべてを体験し、野菜づくりに必要
な基礎知識を習得。

荒れた里山を美しく再生するため、下草刈
りや間伐をするほか、鳥の巣箱やツリーハ
ウスなどを製作。

延べ338名
（全12回）

「みんなの知らない野菜のおはなし」と題す
る勉強会や、野菜の収穫体験を通じて、親
子で「食」と「農」を学習。

41名

　トーホーは「公正な貿易によって生産国の権利を保障する」とい

うフェアトレードの主旨に賛同し、美味しさにもこだわった有機栽培

のフェアトレードコーヒー　　を販売。これらの商品を展示商談会

や講習会などで積極的に紹介することで、フェアトレードの普及・啓

蒙に努めています。2006年度は新たに、食品スーパーの「くらしア

イ」ブランドで3商品を発売しました。今後もドリップタイプや業務用

などの商品を開発し、フェアトレードコーヒーを広めていく予定です。

　また、食品スーパー事業部は1998年から長崎県対馬の「対馬産

ひじき煮」の取引を開始し、

その後ディストリビュー

ター事業部へと販売を拡

大するなど、離島における

生産者の自立・活性化も支

援しています。

　2006年9月、東灘ほくらあんしんすこやかセンター様から
の依頼で、認知症の方を介護しておられるご家族の方々の心
のリフレッシュを目的に、「コーヒー講座」を開催しました。
　15名の方に参加いただき、コーヒーの基礎知識や、コー
ヒーの健康への効果をご紹介した後に、コーヒーの美味しい入
れ方を実演し飲み比べていただきました。「最近はインスタント
コーヒーばかり飲んでいたが、
またレギュラーコーヒーを飲ん
でみようと思った」という感想を
いただくなど、参加者の方々か
ら好評をいただきました。

介護支援者向けコーヒー講座を開催しました

コーヒー講座の様子

2

新商品フェアトレード・有機珈琲

対馬産ひじき煮

「人々」との良好な関係づくり
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　株主・投資家の皆様に対しては、情報の適時開示はもとより開示情

報の充実に努めています。当社のホームページ上では、財務データや

業績推移など、正確で迅速かつ幅広い内容を掲載しています。また、

株主の皆様には、株主総会終了後の説明会の開催や、年2回（4月、

10月）株主通信「tohoway」の送付など、より詳細でわかりやすい情

報を提供しています。一方では、株主通信に同封したアンケートハガ

キによって株主の皆様のご意見を収集し、活動に反映させています。

　2006年度は、財務広報活動の一環として、当社の店舗を利用

されるお客様にも事業内容や業績についてご理解いただけるよう、

店頭に会社パンフレットを設置し、また、2006年11月～12月に

は一部店舗で株主募集キャンペーンとして、店頭でのIR活動を行

いました。2007年度も株主・投資家の皆様とのコミュニケー

ションをより一層充実させていきます。

株主・投資家の皆様に開かれた企業として、
適切な情報の開示を行っています

　トーホーは仕入先との公正な取引に努めています。毎年、下請法

　 　に関する正しい知識を身に付けるために商品本部関係者が

（財）公正取引協会様主催の研修に参加し、その情報を部内で共有

しています。

　また海外仕入先様との取引においては、食の安全性確保と法令

遵守を徹底するため、取引前に日本の法律基準の遵守や食品事故

発生時の責任体制について十分に協議、確認し、商品取引基本契

約書を締結しています。

国内における公正な取引や、
輸入商品の安全性の確保に努めています

　トーホーは同業他社様である（株）久世、服部コーヒーフーズ

（株）、（株）トミヤコーヒー、ワルツ（株）とともに、「トーク会」を結成

して業務提携を行い、共同ブランド「トリーゼ」を立ち上げるなど、各

社の強みを活かした、高品質の業務用商品を共同開発しています。

　2006年度は、「トリーゼ」の新商品として、主原料のかぼちゃや

乳製品を北海道十勝産に限定した「パンプキンスープ」を開発・販

売しました　　。「トーク会」は今後も、提携による利点を活かして、

外食産業のお客様のニーズにお応えしていきます。

「トーク会」を結成して業務提携を行い、
高品質の業務用商品を提供しています

外食産業のお客様に対して、展示商談会や
料理講習会を通じて情報を提供しています

　Ａ－プライス、食品スーパーは、お客様満足度をさらに高めるた

め、お客様の地域特性に応じたマーチャンダイジング　 　を進

め、「ほしいものが見つけやすく、買いやすく、利用しやすい店舗」を

目指しています　　。

　A－プライス大野城店では、「商品の品質を確かめるため試食し

たい」というお客様のご要望に応え、店独自に企画した「“ミニミニ”

展示会」（試食販売会）を実施しています。

　また、食品スーパーでは、地域ごとにお客様の特性を把握し、

マーチャンダイジング担当者と仕入品の選択をするスーパーバイ

ザーが、棚割や品揃えを、お客様の志向に合った形態に改善してい

ます。

お客様の地域特性に応じた
お店づくりを展開しています

　食品スーパーでは、2006年度、すべての店舗で同じようにお客

様にご満足いただけるよう、レジでの接客レベルの標準化と向上に

努めました。身だしなみや商品の取り扱い方、金銭授受など基本動

作についてわかりやすく解説した教育ビデオを作成。このビデオ

は、新人の入社研修時はもちろん、各店舗でのパート・アルバイトの

レジスタッフを対象とした研修時にも活用しています。この取り組

みの結果、社内での定期的な店舗点検

時においても、サービスレベルの向上

が認められるようになりました。

　今後は、月2回の「フレンドリー・接客

研修」や、年１回の「チェッカー技能大

会」を開催することで、レジ接客のいっ

そうのレベルアップを図っていきます。

加えて、商品の品揃えやサービスにつ

いてお客様の声を積極的に取り入れて

いくことで、お客様にとって魅力ある店

づくりを進めていきます。

一般のお客様に満足していただくため
レジ接客の向上を図りました

教育ビデオの一場面

レジ接客のビデオによる教育

お客様満足度向上のための活動

「株式分割」「株主優待制度の変更」を行いました
　トーホーは、より多くの方々に株主になっていただけるよう、
2006年11月１日付けで、１：２の株式分割を行い、最低投資
金額の引き下げを実施しました。
　また株主優待制度についても、当社の店舗をご利用いただ
くうえで、より魅力のある制度へと内容を変更しました。

1. マーチャンダイジング
流通業における「仕入」「品揃え」「売場づくり」などの活動を指します。
広義には、商品企画から販売まで、商品が消費者の手に渡るまでのす
べての活動を指すこともあります。

2006年度の業務提携開発商品

お客様の地域特性に応じたお店づくりの例1

1

1 2
　トーホーは外食産業のお客様に対して、安全で高品質な食材を

お届けするとともに、展示商談会（P12参照）やイタリア料理講習

会を開催し、お客様に役立つ情報を提供しています。

　2006年度は、A－プライス店舗で、新商品や自社ブランド商品

などを紹介するミニ展示商談会を合計２２回開催しました。延べ

１,８５１店、２,８８９名のお客様にご来場いただき、「事前に商品の特

徴や品質を把握することができ、納得して購入できる」と好評をい

ただいています。

　また、ディストリビューターの事業所で

は、業務用キッチンを備えたプレゼン

テーションルームで、一流シェフによるイ

タリア料理講習会を計4回実施しまし

た。洋食分野でのノウハウを活かし、パス

タを中心に、地域や旬の食材を使用した

代表的なメニューと、それに使用した商

品をご提案しました。

　2007年度も、お客様の業態やご要

望にお応えできる講習会や展示商談会

を開催する予定です。

Ａ－プライス店舗での
ミニ展示商談会

一流シェフによる
イタリア料理講習会

レジ横のコーヒーの試飲サービス
コーナー、ミニキッチン

スタッフが、商品の
試食・試飲のおすすめ、商品
のご説明やご案内をスムーズ
に行えるよう、レジ横にコー
ヒーの試飲サービスコーナー
とミニキッチンを設置してい
ます。

Ａ－プライス　前原店

半径500ｍ以内の
地域に単身者や少人数世帯
が多い湊川公園店。お客様の
ニーズが高いパンや惣菜な
どの食材は、お客様にお選び
いただきやすい入口付近へ
の配置や、平台による展開を
採用しています。

食品スーパー　湊川公園店

株主優待制度の変更後の内容

2

2

2. 下請法（下請代金支払遅延等防止法）
下請取引の公正化を図り、下請事業者の利益を保護するため、独占禁
止法の特別法として制定された法律。支払遅延や発注物の受領拒否な
どの、仕事を委託する側の優先的地位の濫用行為を禁止しています。

糖度の高い十勝産のえびすかぼちゃ、十勝産乳製品、国内産海
水塩など高品質な素材にこだわり、美味しく、ヘルシーなスープに仕上げ
ました。

お客様株主募集
パンフレット

株主募集ポスター

パンプキンスープ

1,000株以上
2,000株未満

2,000株以上

ご優待内容所有株式数 贈呈時期

買物割引券と自社
商品
・1月末の株主
　 …4月下旬頃
・7月末の株主
　 …10月初旬頃

・買物割引券（100円）５０枚を年2回
・1,000円相当の自社商品を年2回

・買物割引券（100円）100枚を年2回
・1,000円相当の自社商品を年2回

Point

Point

Point

店内正面入り口のパンコーナー

即食性の高い惣菜の平台展開

用  語  解  説 用  語  解  説

TOPICS

「
人
々
」と
の
良
好
な
関
係
づ
く
り

温かいスープで 冷たいスープで

株主通信
tohoway

ＩＲサイト（内容は変更することがあります）

「人々」との良好な関係づくり
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　トーホーは、2005年10月から、3年後の目標として、「女性リー

ダーの意識、能力が高められ、女性の育成プログラムと仕組みづく

りが完成していること」を掲げ、さらに男女ともに生き活きと活躍で

きる職場とするためTPA（トーホー・ポジティブ・アクション）推進プ

ロジェクトを始動しました。

　プロジェクト始動時に実施した従業員の意識調査から浮かび上

がってきた課題に対して、これまでに従業員の意識改革や、ＴＰＡメン

バーを女性リーダーとして育成する能力開発に取り組みました。ま

た、2006年８月より、仕組みづくりの一環として女性の視点を活か

したプロジェクトの企画に取り組みました。2007年３月からは、

TPAのメンバーが中心となり、具体的な活動へと展開していきます。

女性が活躍できる職場づくりを目指し、
ＴＰＡ推進プロジェクトを実施しています

　次世代育成支援対策推進法　 　では、従業員の子育てを支援

するための「一般事業主行動計画」の策定が定められています。そ

の例のひとつとして「多様な労働条件の整備」があげられており、

トーホーは同法の趣旨に則って、事前に一定日数の有給休暇取得

計画を立てることを促すなど、従業員が有給休暇を利用しやすい環

境を整備しています。

　また、労働基準法に基づき就業規則に定めている年次有給休暇

に加え、独自に「積立有給休暇制度」が2006年10月からスタート

しました。この制度は、従来は時効によって消滅していた年次有給

休暇を40日を限度に積み立て、入院・育児・介護など特定の事由

が発生した場合に利用できるというものです。

有給休暇の取得を促進するために
計画付与有給や積立有給休暇制度を設けています

人事制度再構築会議の様子

多様な人材を活用するとともに、
働きやすい職場環境づくりを進めます

　トーホーは、階層や役割等級に応じた技術・技能を習得させる研

修のほか、次世代の経営幹部を育成する「トーホー経営塾」や、海外

視察研修を実施しています。

　「トーホー経営塾（第Ⅱ期）」は、2006年１月から約１年間開講。

34～50歳のリーダー的社員26名が、

トーホーの10年後のビジョンや中・長

期計画を研究・立案。その結果を経営

トップに提案しました。また、食品スー

パー事業部では、選抜したスタッフ合計

18名を台湾・中国・米国へ派遣し、現地

の流通業や商品の現地生産工場を視

察しました。2007年度も海外研修制

度を含めた教育研修を実施し、人材の

活性化を図っていきます。

海外研修制度など、人材の能力や意欲を
高める教育研修を行っています

　トーホーは、2006年度より３カ年計画で人事制度の再構築を

開始し、初年度である2006年４月からは「役割等級制度」を導入

しました。

　それまでの年功的になりがちであった評価・処遇制度に対して、

役割等級制度は、仕事の役割によって「担当職」「企画職」「専門

職」「マネジメント職」に区分し、それぞれの役割に応じた等級を設

け、実際の役割や仕事に見

合った評価・処遇ができるよ

うにしました。今後は、少子高

齢化対策や、従業員が仕事に

生きがいをもって働ける人事

制度の再構築を実施する予

定です。

役割等級制度を導入し、職場で果たす
役割と処遇との関わりを明確化しました

トーホー経営塾

中国での海外視察研修

本社内にあるお客様専用
喫煙所

　トーホーは、「安全衛生委員会」を中心として従業員におよぶ危

険や健康障害について調査し、適切な対策を講じることで、職場の

潜在的な危険の低減に努めています。2006年度は、4月に施行さ

れた改正労働安全衛生法の内容を社内イントラネット上で配信し、

従業員への周知を図ったほか、本社4階にあった喫煙所の屋外へ

の移動や、お客様専用喫煙所の設置など、受動喫煙を防ぐための

対策を講じました。

　また、従業員の心の健康を守るた

め、管理者を対象にした「メンタルヘル

ス　 　講習会」を実施しました。所属長

以上の管理者を中心に、延べ２４８名が

受講。職場でのメンタルヘルスの意義

の確認や、ケーススタディによって正し

い知識を習得し、対応方法についての

認識を深めました。

従業員一人ひとりの
心身の健康に配慮しています

「女性の能力の積極的な活用」が高い評価を受けました
　トーホーは2006年6月、女性の能力の活用に積極的な企
業として「兵庫労働局長優良賞」を受賞、2006年10月には男
女共同参画への取り組みによって神戸市から「こうべ男女いき
いき事業所」として表彰されました。
　経営トップが「女性社員に活躍の場を」というメッセージを明
確に発信して、女性の活躍を推進す
るTPA推進プロジェクトを実行し、
選抜教育や啓蒙活動などを行って
きたことが評価され、両賞の受賞に
つながったものと考えています。

1. メンタルヘルス（心の健康）
精神の健康促進や、精神疾患の予防・治療を図る取り組み。近年、労働衛
生の一環として重視される背景には、労働や雇用環境の複雑化により、ス
トレスなどの要因で精神疲労や精神疾患が増えている実態があります。

　トーホーは、「企業は人なり」という基本方針のもと、従業員が個

性や能力を活かしながら「生き活き」と働けるよう職場環境の整備

を進め、多様な人材を雇用しています。

　障がい者については、2007年1月末時点で57名を雇用し、障

がい者雇用率は法定雇用率を上回る2.09％になっています。ま

た、2006年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法に基づき、

定年退職者を一定の条件で再雇用しています。（2006年度までの

再雇用数の推移については下表参照）

　今後も、障がい者や定年退職者も含めた多様な人材に門戸を開

いた雇用制度を運用していきます。

2. 次世代育成支援対策推進法
次世代を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するため
につくられた法律。従業員が仕事と家庭生活の両立を図るために必要
な雇用環境の整備などに取り組むことを、事業主に義務付けています。

VOICE

ディストリビューター事業部
  広域営業関西  営業課主任

  森 さやか

制度の概要

対象者

積立有給休暇制度の概要

年次有給休暇の更新月に時効によって消滅した日数を、限
度日数の４０日まで積み立て、以下の「特定の事由」が発生
したときに利用可能。
①医師の診断による７日以上の入院又は２週間以上の在宅
療養の場合　
②育児・介護休業対象者かつ職場復帰前提の者で休業期間
終了後継続して休暇を必要とする場合　
③看護休暇をする場合 （１年間につき５日を限度）

従業員（正社員のみ）

2006年度部署別従業員の内訳（延べ人数）

男性合計
1,763名

本社管理部門
116名

新規事業開発部  26名

コーヒー部  8名

商品本部
107名

ディストリビューター事業部
843名

食品スーパー
事業部
381名

A－プライス
事業部
282名

女性合計
2,498名

本社管理部門 84名新規事業開発部 56名

コーヒー部  7名 商品本部 88名

ディストリビューター
事業部
348名

食品スーパー
事業部

1,097名

A－プライス
事業部
818名

注）嘱託・パートタイム等含む

再雇用数

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年

定年退職者の再雇用数の推移

3名 2名 1名 4名 1名

1

2

期　間 テーマ 取り組み内容

第
一
ス
テ
ッ
プ

ＴＰＡ推進プロジェクトの取り組み

2005年10月～
2006年2月

2006年2月～
2006年8月

2006年8月～
2007年2月

第
二
ス
テ
ッ
プ

意識改革

能力開発

仕組み
づくり

第
三
ス
テ
ッ
プ

各メンバーが職場でリーダーシップを発
揮するための考え方を習得
例）・現状の問題点やニーズを明確にす

るための従業員の意識調査
　  ・シンポジウムの開催

プロジェクトを進めていくうえで必要な
スキルを習得
例）・プロジェクトマネジメント、CS、
マーケティング、ロジカルシンキング
などの手法の学習

プロジェクト案の検討
例）現場力強化プロジェクト、メニュー提
案システム構築プロジェクト、
マーケティング・企画開発プロジェクト、
子育て支援プロジェクト

「兵庫労働局長優良賞」
授賞式で取り組み事例を発表

用  語  解  説 用  語  解  説

TOPICS

男女ともにやりがいが持てる職場を目指して
　ビジネスウーマンとしてのキャリア設計が描けず思い悩んで
いた頃、「ＴＰＡ推進プロジェクト」のメンバー募集にふと目がと
まり、「これだ！」と思い、応募しました。実際にプロジェクト活動
を進めていくなかで、社内におけるさまざまな意見を聞く機会
にも恵まれ、女性従業員の能力を発揮する場を増やしたり、私
を含め女性従業員自身の意識を高めていくことの必要性を感
じました。
　今後は、このような状況をふまえてＴＰＡ活動をさらに社内で
広げていき、「男女ともに、仕事にやりがいを感じながら働ける職
場」へ、一歩ずつ変えていきたいと考えています。

「
人
々
」と
の
良
好
な
関
係
づ
く
り

「人々」との良好な関係づくり


