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会社案内

本レポートは、オカムラグループが社会から信頼され愛される企業をめざし、事業活動を通じて企業の社会的責任を果たすことで、社会
課題の解決をしていく考え方を幅広いステークホルダーの皆様にお伝えするとともに、皆様からご意見をお聞きして改善につなげるため
のコミュニケーションツールとして公開しています。
編集にあたっては、オカムラグループのサステナビリティ重点課題4分野にそって章立てを行い、各分野の活動状況をわかりやすく報告
することに努めています。
また、国連サミットで採択されたSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の理念を重視しており、貢献する取
り組みについてはロゴマークを掲載しています。
本レポートを通じて、オカムラグループのサステナビリティ推進について理解を深めていただければ幸いです。

報告期間
2019年度（2019年4月〜2020年3月）
＊ ビジョンや一部の活動については、2020年4月以降の内容を含む

参考にしたガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン2018年版」
国際標準化機構「社会的責任に関する手引（ISO26000：2010）」

第三者審査
環境パフォーマンスデータについて、2000年度から継続して第三者審
査を受けています。
2019年度はビューローベリタスジャパン株式会社による第三者審査
を受けています。
審査対象指標は以下の通りです。
・ 総エネルギー投入量、エネルギー起源CO2排出量　（→P.64、P.120

〜124）
・ 廃棄物排出量と再資源化量、最終処分量　（→P.67、P.120〜124）
・ 水資源投入量、総排水量、BOD/COD排出量　（→P.120〜124）
・ PRTR対象物質取扱量・移動量　（→P.71、P.120〜124）
・ NOx、SOx排出量　（→P.120〜124）

発行
2020年7月（前回：2019年7月）
次回：2021年7月予定（本レポートは、年次版として毎年発行します）

レポート内の表記
オカムラ
株式会社オカムラ単体またはブランドとしてのオカムラ
オカムラグループ
株式会社オカムラおよび関係会社

報告概要

編集にあたって

報告範囲
オカムラグループは37社で構成され、本レポートは株式会社オカムラ
および下記の25社を中心に報告しています。

［報告に含まれるオカムラの関係会社とそのデータ集計範囲］
関係会社のデータ集計範囲の表記：

     ◆  本レポートの環境データ集計対象
■ □ ● 本レポートの人事関連データ集計対象

営業拠点
■ □ ● 株式会社ヒル・インターナショナル
■ □ ● 株式会社Td Japan

 □ ● 株式会社イチエ
 □ ● 奥卡姆拉（中国）有限公司
 □ ● 上海岡村建築装飾有限公司
 □ ● 岡村貿易（上海）有限公司
 □ ● Okamura Salotto Hong Kong Limited
 □ ● Okamura International (Singapore) Pte Ltd.
 □ ● PT.Okamura Chitose Indonesia
 □ ● Okamura International Malaysia Sdn. Bhd.
 □ ● Siam Okamura International Co., Ltd.
     □ Okamura International Vietnam Co., Ltd.

製造拠点
◆ ■ □ ● 株式会社関西オカムラ

 ◆ □ ● 株式会社エヌエスオカムラ
 ◆ □ ● 株式会社山陽オカムラ
 ◆ □ ● シーダー株式会社※

     □ ● 株式会社富士精工本社
     □ ● 杭州岡村伝動有限公司
     □ ● 砂畑産業株式会社
     ◆ □ Siam Okamura Steel Co., Ltd.

その他サービス拠点等
◆ ■ □ ● 株式会社オカムラ物流※

◆ ■ □ ● 株式会社オカムラサポートアンドサービス
     □ ● セック株式会社
 ■ □ ● 株式会社エフエム・ソリューション
 ■ □ ● 株式会社オカムラビジネスサポート

※吸収合併により株式会社オカムラに統合（2020年7月1日）
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オフィス環境事業 商環境事業 物流システム事業

オカムラのご案内

事業別ハイライト

株式会社オカムラ 会社概要
社　　名 株式会社オカムラ
 （OKAMURA CORPORATION）
本　　社 神奈川県横浜市西区北幸1-4-1　天理ビル19階
創　　業 昭和20年（1945年）10月
資 本 金 18,670百万円（2020年3月31日現在）
従 業 員 3,571名（2020年3月31日現在）
事業内容 スチール家具全般の製造・販売
 産業機械その他の製造・販売
 金属製建具取付工事の請負
 建築業に関わる付帯工事・設計・製造・販売
 商品陳列機器その他の製造・販売
 各種セキュリティ機器に関わる付帯工事・設計・販売
 各種医療機器その他の機械器具の設計、製造ならびに販売
  事務所の環境向上と事務・生産効率向上に関する情報の提供と 

これに関連する機器の製造・販売

会社概要のその他詳細はこちらをご覧ください。
▶https://www.okamura.co.jp/company/outline/index.html

オカムラの主な事業紹介
▶https://www.okamura.co.jp/company/business/index.html

国内外のオカムラのグループ企業一覧
▶https://www.okamura.co.jp/company/outline/group.html

決算ハイライト（連結）
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