
サステナビリティ
レポート2021

　Sustainability Report 2021



　  ブランドメッセージ

生活にファインクオリティ。ＳＡＬＡ

　  ブランドステートメント
お客さま一人ひとりから

愛され信頼されるＳＡＬＡブランドをめざして。

ＳＡＬＡブランドが約束するのは、

お客さまの期待に応え続けること、

どこよりも魅力的な品質であること、

生活にときめきや喜びをもたらすこと。

私たちは、これをファインクオリティと名付け、

お客さま一人ひとりのより美しく快適な生活と、

いきいきと暮らせる街づくりのために、

情熱を注いでいきます。

生活にファインクオリティ。ＳＡＬＡ
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グループ名に使われている「ＳＡＬＡ（サーラ）」とは、

「Space Art Living Amenity」の頭文字を使った造語で、

“生活空間をより美しく快適に”というグループの想いが込められています。

エネルギー・住まいを中心に

さまざまな事業を展開するグループのすべての事業において、

お客さまに優れた品質のサービス、商品を提供するという信頼とクオリティの証、

それが「ＳＡＬＡ」です。

Space
（空間）

Art
（美しさ）

Living
（生活）

Amenity
（快適）
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ループ全体としてコロナ禍の影響を受けつつも、実績を積
み重ねることができた1年だったと振り返ります。

2年目となる今年は、初年度に検討した各施策を具体的
に実行していくことが鍵となります。2030年に向けて成
果を上げるために、コロナ禍の厳しい状況が続くなかで
も、経営課題に取り組み、施策を確実に推進することが必
要だと考えています。

■ サーラグループの社会価値向上に向けて

サーラグループは創業以来、一貫して地域社会ととも
に発展してきました。地域の社会課題を解決するために
事業の多角化・グループ経営を進めてきました。いつの時
代も地元を盛り上げたいという想いは変わりません。今
後もグループの力を結集し、産官学連携を通じて、まちの
新たなにぎわいづくりに貢献していきます。

地域を盛り上げるという点では、スポーツ、文化・芸術
の面でも様々な取り組みを行っています。ジュビロ磐田
や三遠ネオフェニックスをスポンサーとして支援するほ
か、小学生のスポーツ大会を主催し、次世代育成やスポー
ツ振興を行っています。文化・芸術面でも各種コンサート
や演劇への協賛、地域で活動している団体への支援など、
幅広い分野で貢献しています。浜北平口スポーツ施設や
浜松市市民音楽ホールへのネーミングライツ取得も、ス
ポーツ、文化・芸術を通じた地域振興の機会としてとらえ
ています。

■ カーボンニュートラル実現に向けて

エネルギーを取り扱う会社として、地球規模での環境問
題を認識し、温室効果ガスや大気汚染物質の排出量削減を
はじめ、廃棄物排出量の削減、リサイクルの推進など、エネ
ルギーと資源の効率的利用に努めてきました。化石燃料に
よるエネルギーの供給が生活の豊かさを支えている一方
で、持続可能な社会の実現に向けて意識と行動の変容が求
められています。エネルギーと暮らしを支えるグループと
して、人々の意識や行動に変化を与えていくことが社会的
責任を果たすことであると考えています。

さらに2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、
サーラグループも再生可能エネルギーなどの導入により
環境負荷低減の取り組みを行っています。代表的なもの
として、サーラeパワーが操業する東三河バイオマス発電
所があります。そこでは奥三河・遠州の未利用木材などを
燃料とすることで再生可能エネルギーの普及に取り組ん
でいます。

■ 持続可能な未来に向けて

これからの日本は、人口減少、超高齢化の問題で激変し
ていきます。現在もその兆候はあるものの、2030年まで
の10年間で、生産年齢人口や世帯数の減少などが数字と
して現れてきます。2030年以降は、それが一層顕著とな
り、2040年からは急速に社会が変化していきます。その
ような変化を能動的にとらえ、グループは持続的な成長
を続けていきます。

そのためにも社員一丸となって、関係する地域のすべ
ての皆さまをステークホルダーとして意識し、毎日の生
活や住まいなど個人の暮らしから、まちづくり、社会イン
フラの整備など地域の暮らしに至る領域で、暮らしやす
さをこれまで以上に追求し、お客さまが思ったことが、
思ったとおりに、すぐにできるサービスを提供します。
SALAとお客さまとのつながりを深め、暮らしの困りごと
があったら真っ先に声をかけてもらえるような存在を目
指します。

■ サステナビリティレポート発行にあたり

今回発行するサステナビリティレポートは、サーラグ
ループの今後の展望と環境・社会への取り組みについて
まとめたものになります。その内容をご理解いただくと
ともに、本レポートを通じて皆さまとの対話が生まれ、よ
り良い活動につなげていきたいと考えています。

振り返りますと2020年は、世界中に広がった新型コロ
ナウイルス感染症という大きな“禍（わざわい）”の影響を
受け、いろいろなことを考えなければいけない事態に直
面した1年でした。サーラグループ各社は試行錯誤を繰り
返し、コロナ対策も踏まえた軌道修正を図り、コロナ禍の
もとでも成長するための土台づくりに取り組みました。
直近の業績については、複数のセグメントで影響が見ら
れたものの、グループ全体としては堅調に推移すること
ができました。

■ 「私のまちにSALA、暮らしとともにSALA」

サーラグループは、110周年という節目を迎えた2019
年に、2030年ビジョンとして「私のまちにSALA、暮らし
とともにSALA」を掲げました。持続可能な社会の実現に
向けた企業グループとして、社会が大きく変化するなか
でもお客さまの暮らしやすさを徹底して追求し、安心、安
全、快適、便利はもちろんのこと、新しく、楽しい価値の提
供を続けることを約束しています。また、お客さま、地域、
取引先、株主の皆さまからはサーラブランドが信頼のあ
かしとなり、社員にとっては最も働きがいのある会社と
なることを目指しています。

その取り組みの第一歩として、現在、グループを挙げて
取り組む第４次中期経営計画では、３つの重点課題「暮ら
しのSALAの新展開」「SALAの浸透」「変革とチャレンジ」
についての施策を推進しています。

初年度となった昨年は新型コロナウイルス感染症の影
響により、セグメントごとに業績や施策の進捗度に開きが
生じました。一方で、グループ各社が共同で運営するサー
ラプラザ豊川のオープンや、グループが参画する豊橋駅前
大通二丁目地区再開発事業の概要が固まるなど、第3次中
期経営計画で取り組んできたプロジェクトが進捗し、グ

トップメッセージ

このたびの新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により、世界は予測のつかない厳しい状況に直面し

ています。1日も早い終息を願うとともに、罹患され

た皆さま及び感染拡大により生活に影響を受けてお

られる皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

サーラグループは、これからも住まい・暮らしの総合

サービスを展開する企業グループとして、お客さま

一人ひとりの生活を支えるサービスを提供するとと

もに、事業活動を通じた社会課題解決と地域連携を

進め、社会的責任を果たしてまいります。

代表取締役社長 兼 グループ代表 ･CEO
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サーラグループの歴史

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

新たな地域の顔　「サーラ」
総合生活産業グループとして、1977年に本社ビル「ガ
スビルディングサーラ豊橋」（通称：豊橋サーラ）、1981
年に「浜松サーラ」が竣工しました。以降は、グループ会
社が手掛ける分譲住宅にも「サーラシティ」「サーラタウ
ン」の名称が使われるようになりました。

1977年～

1909年
豊橋瓦斯・浜松瓦斯の誕生
1909年にサーラグループの起源となる豊橋瓦斯、翌
年の1910年に浜松瓦斯が創立し、東三河・遠州地域の
都市ガス供給を担う会社として、第一歩を踏み出しま
した。

1943年
中部ガスの設立
第二次世界大戦中の1943年に豊橋瓦斯と浜松瓦斯が合
併して「中部ガス」が設立されました。戦争により多くの
被害を受けましたが、懸命な努力によってまちや地元産
業とともに再建を果たしました。

供給工事班出動 浜松サーラ（オープン当時）

豊橋瓦斯開業16周年記念写真

1961年～
企業グループの誕生
都市エネルギーの供給を総合的に担っていくために、
1961年の中部液化ガスの設立を皮切りに、新協産業、
中部設備工業、中部ガス不動産、ミサワホーム中部と相次
いで関係会社を設立しました。

1985年～
多角化の推進
既に上場していた中部ガスに加えて、1985年にガス
テックサービス、1991年に中部が上場を果たしました。
その後、1993年に企業数36社、社員数4,000名となっ
た中部ガスグループは、10年後を見据えた共通理念であ
る「ビジョン」を発表し、相乗効果で社会に貢献する新た
なグループ形成を目指しました。

100周年記念事業中部液化ガス豊川基地

2009年
創立100周年「ありがとうを未来へ」
サーラグループは、2009年に創立100周年を迎えま
した。100周年記念電車発車式、浜松モザイカルチャー
世界博への作品出展、記念ガス展、「サーラプラザ」のリ
ニューアル、記念講演会など、様々な記念事業を実施しま
した。

2004年～
サーラグループとして新たなスタート
2004年にグループ呼称を「中部ガスグループ」から

「サーラグループ」に改称し、「SALA」をグループ共通の
ブランドと位置付けました。また、2008年には、各社の
本社が入居する「ココラフロント」が完成しました。

バイオマス発電所外観

2015年～
電気事業への本格参入
2015年にサーラeエナジーを設立し、翌年4月より家庭
用のお客さま向けにサーラの電気の販売を開始しまし
た。2019年からはサーラeパワーの操業による東三河バ
イオマス発電所を稼働させ、再生可能エネルギーへの取
り組みを加速させました。

ココラフロント外観
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事業紹介

都市ガス、LPガスを中心に、まちの
暮らしや産業を支えるエネルギー
供給事業に取り組んでいます。ま
た、家庭用のお客さま向けには、リ
フォームや宅配水事業などの生活
サービスを展開し、産業用のお客
さま向けには省エネや環境対策な
どのニーズにお応えするソリュー
ション提案を行っています。お客さ
まをサポートしながら多様なニー
ズに応えられる、暮らしとビジネス
のベストパートナーを目指してい
ます。

愛知・静岡・東京にフォルクスワー
ゲン正規ディーラー8店舗、アウ
ディ正規ディーラー3店舗を展開
しています。フォルクスワーゲング
ループジャパンが認定する「テクニ
カルマイスター」の育成にも力を入
れ、車検・整備は自社整備工場で万
全の体制をとっています。販売から
サービスまでお客さまに満足して
いただける上質なカーライフを提
案しています。

建築・設備・土木・情報通信の総合技
術で、明日の都市空間のあり方を提
案しています。私たちが手掛けるの
は、オフィスビル、病院や学校、マン
ション、公園、道路、橋、港湾施設な
ど高度な技術が求められる社会イ
ンフラ整備です。安全で便利な暮ら
しに必要な施設・設備の整備、生活
をより豊かに快適にする空間づく
りを、最新技術と景観、環境、安全へ
の配慮と高い品質でサポートして
います。

畜産とコンパニオンアニマル（小動
物）を取り巻く様々な環境変化に取
り組み、医薬品の提供を中心に動
物たちの健康管理をサポートして
います。ペット用医薬品の販売のほ
か、肥満や病気の動物には療法食を
提案することで健康の回復と維持
を支援しています。また、畜産に関
する豊富な知識を兼ね備えた高度
な衛生管理アドバイスを展開し、北
海道から中国地方まで広域にわた
り畜産業をサポートしています。

住み心地にこだわった戸建住宅の
請負・販売や高品質な建築資材・住
宅設備の販売など、住まいづくりに
関する総合的なサービスを展開し、
人と住まいと環境の調和を目指し
ています。絶えず変化し続けるお客
さまニーズや地域性を的確にとら
え、「快適」「健康」「省エネ」「環境」な
どのコンセプトを基に商品開発・技
術開発を推進し、お客さまの期待に
応える魅力的な商品・サービスの提
供を行っています。

不動産・資産マネジメント部門にお
いては、地域に密着したネットワー
クを活用し、お客さまのニーズに
合った物件探しをお手伝いしていま
す。遊休地利用や資産活用、不動産価
値の算定、ビル管理の実務運営、メン
テナンスなど確かな知識と技術力で
お客さまをサポートします。
ホスピタリティ部門においては、ホ
テル・レストランを運営し、高いク
オリティでお客さまをおもてなし
しています。

事業内容
都市ガス、LPガス、電気、
石油製品、高圧ガス、物流サービス、
リフォーム　など

事業内容
輸入車販売、車検・整備

事業内容
都市インフラ整備（道路、トンネル、
建築、港湾土木など）、設備工事・
メンテナンス、システム開発　など

事業内容
ペット用医薬品・療法食、
動物用医薬品

事業内容
注文住宅・分譲住宅、
リフォーム、建築資材

事業内容
不動産賃貸・売買
ホテル、飲食店、スポーツクラブ

エネルギー
＆ソリューションズ カーライフサポートエンジニアリング

＆メンテナンス アニマルヘルスケアハウジング プロパティ

グループ企業数

46社

従業員数

約4,600名

売上高

211,702百万円
売上高
構成比

45.2%

1.7% 1.6%

14.3%

16.9%

6.2%

14.1%

■ エネルギー＆ソリューションズ　■ エンジニアリング＆メンテナンス　■ ハウジング　■ カーライフサポート　■ アニマルヘルスケア　■ プロパティ　■ その他

2020年12月1日時点
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グループ2030年ビジョン

グループビジョン

お客さま・地域との新たな関係づくり

1 SALAブランドの確立
SALAは、個人の暮らしからまちづくり、社会インフラの整備など地域の暮らしに至る領域で、お客さまの安全、安心、快適を
実現する商品・サービスを提供する、質の高いブランドとして地域に浸透している。

2 質の向上
商品・サービスの質の向上への飽くなき取り組みにより、お客さまとのつながりがより強固なものとなって、高いお客さま
満足度を実現している。また業務プロセスの効率化や適性な要員配置により生産性が高まっている。その結果、営業利益が
2019年実績の2倍のレベルとなっている。

3 住まい分野の飛躍的成長
SALAの事業領域をエネルギー領域と、それ以外の領域に分け、既存セグメントの枠を超えて、商品・サービスを考え展開す
る。それ以外の領域、特に、住まい分野において、リフォーム事業を見直し、大きく成長させるとともに、新たな事業として中古
住宅買取再販事業を本格展開する。また、暮らしやすさを追求する組織を立ち上げ、新たな商品やサービスを開発し、住まい分
野の売上高を大きく伸ばす。

4 自ら考え、行動する人づくり
多様な人材がぞれぞれの持つ能力を最大限発揮できる新たな人事制度が運用され、SALAの社員としての誇りとやりがいを
持ち、お客さまのニーズに対して、社員ひとり一人が自ら考え、行動し、新たな価値を生み出している。チャレンジするという
強い意志を全員が持ち、従来の枠組みにとらわれない発想や行動があたり前になり、地域で一番魅力がある会社になる。

5 社会価値向上
持続可能な社会の実現に貢献する企業グループとして、事業を通じて環境問題や少子高齢化社会等の課題解決をする。事業以
外においても幅広く地域に貢献し、地域からの信頼を確立している。

社会が大きく変わっていく中、SALAは、暮らしやすさを徹底して追求し、安心、安全、快適、便利はもちろんのこと、
新しく、楽しい価値を提供していきます。そして、お客さま、地域、取引先、株主からはSALAブランドが信頼のあか
しとなる、社員にとっては最も働きがいのある会社となることを目指します。

「私のまちにSALA、
　　暮らしとともにSALA」

これから注力する領域を明確にするため、セグメントを束ねる概念として、ライフクリエイティブ事業ユニット、エネルギーベース
事業ユニット、つなぐ事業ユニットを設定します。まずは3年間で住まいサービスを最適化し、2030年には事業ユニットの枠を超え
た総合力を発揮し、暮らしの新しい価値を提供していきます。

売上高

2,800億円

営業利益

120億円

営業利益率

4.3%

ハウジング エネルギー
＆ソリューションズ
・都市ガス
・電気
・器具工事
・プラザ運営

・ハウジング ・リフォーム
・不動産
・新たな暮らしサービス ・プラザ運営

・クレジット
・マイサーラ

・都市ガス  ・LPガス
・電気
・その他エネルギー
・器具工事
  （リフォーム含）

・ハウジング
・エンジニアリング
・アニマル

・プラザ運営
・サーラカード

・都市ガス　・LPガス　・電気
・その他エネルギー
・器具工事（リフォーム含）

・リフォーム
・メンテナンス
・新たな暮らしサービス

・保険
・マイサーラ

・不動産
・カーライフ

・クレジット
・EC

・保険
・サーラカード
・EC

アニマル
ヘルスケア

エンジニアリング
メンテナンス

カーライフ
サポート

・LPガス
・その他エネルギー
・リフォーム
・マイサーラ

ライフクリエイティブ事業ユニット

住まいや不動産などのセグメント
の枠を取り外し、各セグメントに点
在している暮らしに関する商品・
サービスを集約し、SALAの暮らし
サービスとして展開するとともに、
新たな暮らしの商品・サービスを開
発します。

エネルギーベース事業ユニット

エネルギーを中心とした暮らし
サービスを展開します。地域販社
によるエリアに合わせた営業活動
により、お客さまとのつながりを
深め、安定的に成長していきます。

つなぐ事業ユニット

お客さまとSALAのつながりを長
期にわたって確かなものにしてい
くとともに、事業ユニット間を結
びつける役割を担います。お客さ
ま接点の拠点としてサーラプラザ
の運営を統括し、お客さま窓口と
しての機能を担うとともに、マイ
サーラなどのWEB拠点を運営し
ます。

セグメントの集合体 住まいの仕事の最適化 暮らしのSALAの確立

プロパティ

カーラ イフ
サポート

アニマル
ヘルスケア

エンジニアリング
＆メンテナンス ライフクリエイティブ

事業ユニット
エネルギーベース

事業ユニット

ライフクリエイティブ事業ユニット

つなぐ事業ユニット

エネルギーベース事業ユニット

つなぐ事業ユニット

注力・成長

その他
・保険
・クレジット
・サーラカード

［現在］ ［変革］
［確立］

成長

成長

2030年の目指す姿

2030年ビジョンの実現に向けて

2030年の連結数値目標
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■ 2022年11月期の数値目標

グループビジョン

第4次中期経営計画は、エネルギー事業の統合により社名とブランドが一致し、これからSALAを前面に出して事業
の展開を開始するサーラ元年と位置付けます。
グループ各社は、質を高める取り組みにこれまで以上に注力し、お客さまの信頼を得ていきます。お客さまのニー
ズに対して、各社、各人の力を結集できるように事業の枠組みを見直し、社員一人ひとりも意識と行動を変え、これ
からの成長のスタートを切ります。

第4次中期経営計画のテーマと重点課題

「サーラ元年・
　これからの成長のスタート」

売上高 2,350億円

営業利益 70億円

営業利益率 3.0%

2022年11月期の数値目標

TOPICS

サーラプラザ豊川
サーラプラザ豊川は、暮らしのSALAを具現化する
拠点として2020年6月にオープンしました。愛知県
下のサーラプラザとしては６店舗目で、全体では14
店舗目となります。
店舗にはエネルギーの地域販社であるサーラE&L
東三河、サーラ住宅及び中部ガス不動産の３社のオ
フィスが同居しています。各社が連携することによ
り、エネルギー供給から暮らし、住まいに関する総
合提案を行っています。また、各社のお客さま情報
の共有により複合取引の拡大に取り組み、お客さま
とのつながりの強化を図っています。

マンションリノベーションの
新サービス「＆RENOVATION」

リビングサーラと中部ガス不動産の協業により、定
額制パッケージのマンションリノベーション「＆
RENOVATION（アンドリノベーション）」のサービ
スを開始しました。
＆RENOVATIONは、マンションの広さで⾦額が決
まる定額制であるため、リノベーションの概算費用
がつかみやすい点が特徴です。また、中古マンショ
ンの購入を検討されるお客さまに対しては専門知
識を有する担当者が同行し、リノベーションを見据
えた物件選びをお手伝いします。

豊橋駅前大通二丁目地区再開発事業

サーラグループが参画する豊橋駅前大通二丁目地
区再開発事業の施設全体名称が、「emCAMPUS（エ
ムキャンパス）」に決定しました。
同事業は、「みんなが主役となり、つながりを生み出
すまちの拠点をつくる」をコンセプトとし、「食・健
康・学び」をテーマに新たなまちの賑わいづくりを
目指します。サーラグループは、同事業において1
階、5階及び6階以上のマンションエリアについて主
体的に開発に携わっています。
なお、同事業は東棟、⻄棟及び両棟をつなぐ広場で
構成され、東棟と広場は2021年7月に竣工し、秋頃
のオープンを予定しています。また、⻄棟は2024年
の完成を予定しています。

・  現在、グループを挙げて第４次中期経営計画（2020年11月期〜2022年11月期）に取り組み、３つの重点課題「暮らしのSALAの
新展開」「SALAの浸透」「変革とチャレンジ」についての施策を推進しています。

・  初年度の2020年11月期は新型コロナウイルス感染症の影響により、セグメントごとに業績や施策の進捗度に開きが生じました。
このような状況下でありますが、２年目となる2021年11月期はコロナ禍のなか取り組みを優先すべきもの、加速すべきものを選
別し、初年度に描いた方向性を変えることなく着実に施策を実行していきます。

重点課題 施策

暮らしのSALAの新展開
ライフクリエイティブ事業ユニット、エネルギーベース事業ユニット及びつなぐ事業ユニットという
３つの事業ユニットの役割を整理するとともに、お客さま目線に立ち縦割りや境界線のない事業展開
を行うことにより、サーラとしてお客さまのニーズに応えます。

SALAの浸透
各事業ユニットで獲得したお客さま並びに取引履歴があるお客さまをグループ全体のお客さまとする
ことによりお客さまとのつながりを深めます。また、お客さま満足度など初年度に設定した指標に対す
る施策を展開することにより、質の向上を一層強化します。

変革とチャレンジ グループの持続的成長を支える新たな人事制度の構築に向けて制度の詳細設計を進めます。

■ 第4次中期経営計画の重点課題及び2021年11月期の施策

東棟完成パース図

サーラプラザ豊川

※第4次中期経営計画策定時

サーラプラザ豊橋（ショールーム）
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環境への取り組み

環境方針

サーラグループは、
事業活動のあらゆる場面で環境経営を実践し、
地球環境に配慮した持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。

環境行動指針

環境活動推進体制

■ 2020年度のオフィス活動・車両運輸送による環境負荷

【対象会社(サーラグループ14社)】
サーラコーポレーション・サーラエナジー・サーラE&L東三河・サーラE&L浜松・サーラE&L名古屋・サーラE&L静岡・グッドライフサーラ関東・
サーラ物流・中部・サーラ住宅・中部ホームサービス・サーラカーズジャパン・アスコ・中部ガス不動産

INPUT
電力 14,822 (千kWh）
都市ガス 1,456 （千㎥）
LPG 189 （千㎥）
ガソリン（車両） 2,292 （千ℓ）
軽油（車両） 4,056 （千ℓ）
天然ガス（車両） 13 （千㎥）
LPG（車両） 254 （千ℓ）
水 100 （千㎥）

用紙 28,141 （千枚）

経営会議

環境委員会 環境ワーキンググループ

OUTPUT

CO2排出量※ 27,038 （t-CO2）

※環境省「電気事業者別排出係数一覧（R2.9.15公表）」
環境省「温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン」
一般社団法人　日本レストルーム工業会

生物多様性・自然共生への貢献
事業を展開する地域の環境保全と生物多様性の維持・回復に努め、自然と共生する社会の実現に貢献します。

指針 3

ステークホルダーとのコミュニケーションの充実
持続可能な社会の実現に向けてステークホルダーとの対話に取り組みます。

指針 4

目標の設定と継続的改善
環境方針に基づいた目標を設定し、定期的な見直しによる継続的改善を行います。

指針 5

循環型社会の実現への寄与
廃棄物の発生抑制と適切な処理、再資源化を推進し、限りある資源の有効利用に取り組みます。

指針 2

気候変動対策の取り組み
事業活動における環境負荷を把握し、温室効果ガス排出量削減を推進します。

指針 １

エネルギー＆ソリューションズ

サーラグループ各社

ガス事業
■ 都市ガス（天然ガス）
サーラエナジーがお届けする都市ガスは、すべて天然ガスが主原料です。

天然ガスの環境特性（クリーン性）
天然ガスは、硫黄分やその他の不純物をほとんど含まず、燃焼させても硫黄酸化物や煤じんが発生しません。また地球温暖化を促進す
る二酸化炭素や、酸性雨・大気汚染を増加させる窒素酸化物の排出量も石炭や石油に比べてごく少量というクリーンで環境にやさし
いエネルギーです。

燃料転換の取り組み
溶解炉・熱処理炉などの工業炉やボイラの燃料を重油などの油
燃料から天然ガスへ転換することにより、お客さま先における
CO2排出量を約25%削減できます。天然ガスの環境優位性を
訴求するとともに、省エネ診断を活用した最適な設備への更新
やエネルギー利用を提案し、燃料転換を推進しています。

業務用高効率設備・機器の普及
ガスコージェネレーションは、天然ガスを使ってエンジンや
タービンで発電し、その排熱を冷暖房や給湯などにもムダな
く利用できる高効率な分散型エネルギーシステムです。省エ
ネルギーやCO2排出量の削減を実現できるため、コスト削
減や環境負荷の低減を進めるお客さまにご利用いただいて
おります。中小規模向けのマイクロコージェネレーション

（ジェネライト）とあわせて、より幅広い分野でガスコージェ
ネレーションの普及が進んでいます。さらに、その優れた環
境特性から燃料電池を利用したガスコージェネレーション
にも、期待が集まっています。

高効率ガス機器の普及促進
家庭用燃料電池(エネファーム)の普及促進

「エネファーム」は、天然ガスなどから取り出した水素と空気
中の酸素の化学反応で発電し、その際発生する熱を利用して
お湯をつくります。従来型
給湯器によるシステムと
比べて、CO2排出量を標準
家庭で年間約1.6t抑える
エネルギー効率が高い最
先端の発電・給湯暖房シス
テムです。

※資源エネルギー庁「エネルギー白書2010」より

■ 燃焼生成物等発生量比較（石炭を100とした場合）

CO2（二酸化炭素）

石炭 100

天然ガス
57

石油 80

NOx（窒素酸化物）

石炭 100

天然ガス
20〜37

石油 71

SOx（硫黄酸化物）

石炭 100

天然ガス
0

石油 68

ガスコージェネレーション
システム

都市ガス 蒸気

電力

廃熱 温水

● 動力
● 空調
● 照明

● 加熱・冷却
● 給湯
● 空調

● スチームタービン
● 加熱・冷却
● 空調
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PPA事業
■ サーラのゼロソーラーサービス

事業用自家消費型ソーラーの提案
現在、企業は社会情勢や環境問題を深く考慮した活動を求められています。そうした活動に欠かせない指針となるのがSDGsや
RE100です。持続可能な社会を実現するために、再生可能エネルギーの導入が企業にとって必須の課題となっており、発電した電気を
自分たちで使う自家消費型ソーラーが脚光を浴びています。サーラでは、企業のCO2削減による環境価値を生み出す自家消費型ソー
ラーの導入提案を行っています。

取り組み事例

リビングサーラはプラスチック成型メーカーのお客さまのショールームやオ
フィス改修を手掛け、15年以上にわたる取引により、信頼関係構築に努めて
きました。リビングサーラはサーラエナジーやサーラeエナジーとともに、お
客さまの抱えるSDGsへの取り組み意欲やコスト削減、BCP対策といった要望
に対し、ゼロソーラーサービス(PPAモデル)による課題解決を提案し、採用し
ていただきました。

リビングサーラ、サーラeエナジー及び
サーラエナジー共同による法人のお客さまの課題解決

お客さまのニーズ
・SDGsへの取り組み　・コスト削減　
・BCP対策　・安心なアフターフォロー
・様々な情報の提供

課題解決
・補助⾦制度を活用したソーラーPPA
・パネル設置前の屋根塗装工事
・投資と長期取引、アフターフォロー
・グループの持つ多種多様な情報

参考： PPA（電力販売契約）モデル
電力の需要家がPPA事業者に敷地や屋根などのスペースを提供し、PPA事業者が太陽光発電システムなど
の発電設備の無償設置と運用・保守を行う。また同時に、PPA事業者は発電した電力の自家消費量を検針・
請求し、需要家側はその電気料⾦を支払う。

環境への取り組み

■ 各社の認証取得状況
エンジニアリング＆メンテナンスセグメントでは国際標準化機構(ISO)などの定める規格に従い、品質、環境、情報セキュリティ、労働
安全の側面において、マネジメントシステムを運用し、社会的責任を果たすべく、取り組みを実施しています。

OSHMS ISO9001 ISO14001 ISO27001 ISO45001 エコアクション21

中部 ●※1 ●※2 ●

神野建設 ● ●

鈴木組 ● ● ●

中部技術サービス ●

テクノシステム ● ●

⻄遠コンクリート工業 ●

トキワ道路 ● ●

昭和クリーナー ●

OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)／9001(品質)／14001(環境)／27001(情報セキュリティ)／45001(労働安全)／
エコアクション21(環境マネジメントシステム、環境省が策定)
※1 設備事業部
※2 設備事業部、土木事業部

エンジニアリング＆メンテナンス

■ バイオマス発電の仕組み

発電事業
■ バイオマス発電
サーラeパワーが操業する東三河バイオマス発電所では木質系バイオマスによる発電事業を行っています。バイオマス発電とは、木
や生ゴミなど動植物を燃焼することによって発電する仕組みです。サーラの木質バイオマス発電所では、東南アジアからの輸入PKS

（パーム椰子殻）を主力燃料とし、奥三河や遠州地区などから排出されるチップ化した未利用材等を混焼する際に出る熱を利用して発
電します。

■ 人と環境にやさしい「カーボンニュートラル」
木質バイオマス発電で排出されるCO2は樹木の光合成に利用され、
大気中のCO2の量には影響されません。 排出されるCO2と吸収さ
れるCO2がトータルで同じという考え方を「カーボンニュートラル」
と呼びます。

■ バイオマス発電のメリット

チップ加工

樹木 

光合成

Carbon
Neutral

MERIT 01

天候に左右されない
再生可能エネルギーです。
再生可能エネルギーとは、石油や石炭などの化石燃料の
ように枯渇することがなく、自然の力で絶えず補充され
永続的に利用ができます。その中でも、バイオマス発電
は天候に左右されず安定した発電ができます。

MERIT 02

温室効果ガスの抑制につながります。
木質バイオマスを燃焼させることで排出されるCO2は、
植物が成長過程における光合成で大気中から吸収した
ものです。そのため、実質的にはCO2排出量はプラス
マイナスゼロと考えられています。

MERIT 03

森林資源の適正な保護と地域の共生。
これまで使用されずに森林内に放置されていた地域の
森林資源を活用することにより、森林保全・林業活性化
につながります。燃焼

木質バイオマス 木質バイオマス発電所

地域のお客さま

電力会社または新電力

売電燃料

売電

CO2

PKS（パーム椰子殻） 奥三河・遠州の未利用材
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環境への取り組み

ハウジング

2019年にリニューアルオープンしたAudi 浜松 店舗外観

■ 環境に配慮した店舗運営
サーラカーズジャパンでは店舗施設や運営面での環境への配慮を意識し、
GHP(ガスヒートポンプエアコン)による電力デマンドの低減、LED照明へ
の入れ替えによる電力消費量低減などに取り組んでいます。2019年にリ
ニューアルオープンしたAudi 浜松では省エネ性に優れた最新設備を導
入しているほか、Audi初の電気自動車「e-tron」にあわせて、高出力の急速
充電器を設置しています。今後も事業活動を通じ、電気自動車、低公害車の
普及に努めていきます。また、サーラカーズジャパンの各店舗、拠点周辺で
は自主的な清掃活動を行い、地域社会への貢献を心掛けています。

カーライフサポート

アニマルヘルスケア

プロパティ

その他の環境活動
■ サーラの森
愛知県の東三河地域を中心に森林育成などの活動を行うNPO法人穂の国森づく
りの会の協力のもと、社員参加型の森林経営を行い、森林保全の重要性についての
認識を高める環境教育の場として活用しています。

■ エコ・クッキング出前授業
2009年より小学校高学年の児童を対象
にエコ・クッキング※を実施しています。
エコ・クッキングとは、環境のことを考え
て「買い物」「料理」「片付け」をすることで
す。授業では、地球温暖化問題に触れなが
ら説明を行い、実習を通じて環境にやさし
い買い物や料理、片付け方法を学びます。
※エコ・クッキングは東京ガス㈱の登録商標です

■ 食品循環の取り組み
グループ会社が運営するホテルでは、毎日、ホテル内の
ベーカリーにて焼きたてのパンを提供しています。その
余剰分は農場へ有価販売し、飼料として活用されていま
す。これにより、優れた地元食材を利用した料理の提供と
食品リサイクルのループを両立することが可能となって
います。

■ 長期優良住宅の普及
全国トップクラスの「長期優良住宅」認定取得率
長期優良住宅とは、「いいものを作って、きちんと手入れをして
長く大切に使う」という考え方のもと、耐震性能や省エネ性能
を備え、長く住み続けられる優良な住宅のことです。
サーラ住宅は原則、全住戸で長期優良住宅の認定を取得してお
り、木造住宅としての長期優良住宅の認定戸数、認定取得率は
全国トップクラスです。

■  長期保証と充実のアフターサービス
住宅の長寿命化に向けて
末長く安心して暮らしていただくために、業界屈指の50年保
証に50年点検をプラスしたアフターサービス「LL50」を提供し
ています。アフターサービス専任チームと24時間365日対応の
コールセンターを設置することで、万一の際にも迅速に対応し、
適切なメンテナンスの実施による住まいの長寿命化を目指して
います。適切なメンテナンスの実施による住まいの長寿命化を
目指しています。2017年以降、注文住宅、建売分譲住宅ともに全
商品に外断熱工法を採用することで、供給する
すべての建物で「LL50」の提供を行っています。

■ テレマティクス導入
アスコでは、車両1台ごとに走行
データを可視化するテレマティク
スを導入することで、ドライバー
個々の運行状況、特性を把握する
仕組みを構築しました。これによ
り、運行管理におけるコンプライ
アンス、環境、安全の目標設定や、
重要課題の改善・解決につなげて
います。

ウェルカメクリーン作戦

※日刊木材新聞調査

■ 生物多様性への貢献
サーラグループでは、生物多様性・自然共生への貢献を意識し様々な取り組みを
行っています。地域の環境保全と美化のため、事業所周辺の清掃活動をグループ
会社それぞれが取り組んでいるほか、自治体・自然環境保護に取り組む団体の活
動に参加しています。

朝倉川植樹メンテナンス大会

危険挙動お知らせ
メール配信 サービス提供会社

システムサーバ

通信回線を利用した
「車両運行データ」送信

データを活用した
効果検証「運行管理情報」

の提供

コンサルティング

テレマティクス
WEBサイト　

ホテルで余ったパンや
廃棄される食品

回収した食品廃棄物を
飼料・堆肥の原料に

ホテルの食材として
豚肉やハーブを提供

堆肥はハーブの
肥料として利用

RECYCLE
食品リサイクルのループ

養豚農家
ハーブ農家

ホテル
アークリッシュ

豊橋

農業関連
事業者

生産物販売 原料回収

堆肥販売

GPS衛星

車載機の装置

最長50年まで、主要な構造
体と雨水の浸入防止、シロ
アリによる被害を保証しま
す。

50年間もの長期にわたる、
無償の定期点検体制。
快適な住みごこちを守りま
す。

各支店に常駐するアフター
サービス専任チームと24
時間緊急ダイヤルで、迅
速、的確に対応します。
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■ 長期優良住宅認定取得率の推移

■ テレマティクスの概要

17 サーラグループ サステナビリティレポート2021 サーラグループ サステナビリティレポート2021 18



地域社会への貢献

地域のために活動する組織・団体と密接に連携し、活動やイベントなどを様々な側面から支援しています。また、ス
ポーツ、教育、文化・芸術、社会福祉など、様々な分野から地域振興・活性化に向けた活動を積極的に行い、地域社会
との調和を図っています。

スポーツ分野
ジュビロ磐田（サッカー）、三遠ネオフェニックス（バスケットボール）、ブレス浜松（バレーボール）のスポンサーとして、地元のクラブ
チームを支援しています。また、ジュニア層への取り組みとして、地域のスポーツ団体と連携したスポーツ教室や大会を開催しています。

ジュビロ磐田（Jリーグ）

1996年よりサポートを開始。2009年より
オフィシャルスポンサーとしてユニフォー
ムに「SALA」を掲出し、地元のプロサッカー
チームを応援しています。磐田市小学生一
斉観戦への協賛、地域貢献シート「サーラ
シート」の提供など、自治体・ジュビロと連
携した取り組みを行っています。

三遠ネオフェニックス（Bリーグ）

2008年よりサポートを開始。2014年より
ユニフォームに「SALA」を掲出し、地元のプ
ロバスケットボールチームを応援していま
す。地元の子どもたちをホームゲームに招
待するなど、自治体・フェニックスと共同で
取り組みを行っています。

公益財団法人神野教育財団

1942年に、財団法人神野報恩会として愛知
県教育委員会より認可を受け設立。教育・文
化・社会福祉の向上に寄与するための人材
育成を目的に、大学院生への奨学⾦制度、海
外研修への助成、東三河地域の優れた教育
に関連する事業・研究・交流会・出版等に対
する助成を行っています。サーラグループ
は活動の趣旨に賛同し、運営サポートなど
の支援を行っています。

異文化交流ワークショップ

NPO法人じぶん未来クラブの提供する歌
と踊りのワークショップの開催をサポート
し、愛知県・静岡県の子どもたちに、学校教
育の枠を超えた「新しい学びの場」を提供し
ています。また、特別支援学校を対象とした
1DAYワークショップにも協賛しています。

サーラカップ（サッカー）

2004年より、愛知県東三河・⻄三河地区及
び、静岡県⻄部地区を中心とした、小学４年
生以下を対象としたサーラカップを開催し
ています。決勝大会が開催される、ジュビロ
磐田のホームグラウンドであるヤマハスタ
ジアムのピッチに立つことは、子どもたち
の目標になっています。

サーラ杯（バスケットボール）

2005年より、愛知県全域のミニバスケッ
ボールチームを対象としたサーラ杯を開催
しています。大会中に開催する交歓会での
フリースロー大会には、三遠ネオフェニッ
クスの選手も応援に駆けつけ、子どもたち
との親睦を深めています。

公益財団法人豊橋文化振興財団・
公益財団法人浜松市文化振興財団

公益財団法人豊橋文化振興財団、公益財団
法人浜松市文化振興財団が主催するコン
サート、演劇などの芸術事業に協賛し、地域
の文化向上に取り組んでいます。また協賛
事業に地域の学生を招待し次世代の担い手
の育成サポートにも力を入れています。

公益社団法人
日本アマチュアオーケストラ連盟

愛知県豊橋市を拠点に全国140の加盟団
体を擁する、公益社団法人日本アマチュア
オーケストラ連盟の活動をサポートし、音
楽文化の振興に貢献しています。

穂の国・豊橋ハーフマラソン

2010年の第1回大会より特別協賛し、地域
で開催されるスポ―ツイベントの支援を
行っています。大会当日は、100名以上の
サーラグループ社員がランナーサポートな
どのボランティア活動に参加しています。

チャリティーオークション

2019年より、三遠ネオフェニックスの協
力を得て、サーラオリジナルサイン入りユ
ニフォームのチャリティーオークションを
実施。2020年は、新型コロナウイルス感染
症拡大防止対策に役立ててもらうため、売
上全額（売上同額をサーラにて上乗せ）を
豊橋市、浜松市に寄附しました。

善意フェスティバル

公益財団法人豊橋善意銀行が主催する、心
身障がい者や福祉施設利用者とボランティ
アとが自然な触れ合いを通じ理解と友愛を
広げることを願い、開催されるイベントに、
ボランティアとして参加をしています。

ネーミングライツパートナー

2019年の浜北平口スポーツ施設（サーラグ
リーンアリーナ・サーラグリーンフィール
ド・サーラグリーンアクア）に続き、2020年
に浜松市市民音楽ホール(サーラ音楽ホー
ル)のネーミングライツを取得しました。

教育、文化・芸術分野
地域で活動する諸団体（神野教育財団、豊橋文化振興財団、浜松市文化振興財団、日本アマチュアオーケストラ連盟など）の活動支援と
して、教育活動や各種演劇・舞台、コンサートなどにも積極的に協賛を行っています。

プロスポーツ支援活動 教育支援活動スポーツを通じた
次世代育成活動 文化・芸術支援活動自治体・地域団体と連携した

地域貢献活動
自治体・地域団体と連携した

地域貢献活動
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編集方針
当社はお客さま、地域社会の皆さま、お取引先さま、株主さま、社員など
のすべてのステークホルダーの皆さまに、当社グループの事業活動や
CSR活動をよりよくご理解いただけるよう「サステナビリティレポー
ト」を発行いたしました。特に、近年大きな社会問題になっている環境
問題に関しては、グループ各社で高い意識を持って取り組み、持続可能
な社会の実現に向けた活動を強化してまいります。

報告対象期間
原則として2019年12月から2020年11月を対象期間としています
が、当該期間以前もしくは以後の活動も報告内容に含まれております。

報告対象範囲
株式会社サーラコーポレーションのグループ各社

地域社会への貢献 会社概要

財務情報

その他の社会貢献活動
あいちアール・ブリュット まちなかギャラリーに協賛
神野建設は、愛知県と一般社団法人アティックアートが主催する「あいちアール・
ブリュット まちなかギャラリー」に協賛し、自社の施工現場において、アート作
品を展示するための活動を行っています。愛知県では障がいのある方の自立をサ
ポートするため、2014年からアート作品の展示会「あいちアール・ブリュット展」
を名古屋市で開催しています。その活動の一環として、企業や団体などで、作品
をデザイン化して制作したノベルティグッズやその原画を社屋などに展示する

「まちなかギャラリー」を2019年から県内各地で開催しています。神野建設では
2020年よりこの取り組みに協賛し、自社で施工する工事現場の仮囲い、フェンス
などに作品を掲示しています。

こども笑顔フェスタ
「人形劇団プーク　オンライン劇場」

NHK Eテレの子ども向け番組「いないいないばあっ！」の「ワンワン」をつ
くっていることで知られている人形劇団プークとのコラボレーション企画
です。こども笑顔フェスタは2020年3月から各地のサーラプラザでの人形
劇講演を予定していましたが、2020年4月から5月に発令された緊急事態
宣言を受けて、開催を見送り、オンライン形式で開催しました。巨大人形の
壮大な作品から子どもたちの笑いを呼ぶコミカルな作品まで人気の作品５
つを期間限定・無料オンライン配信しました。

SALA　Presents
「親子で楽しむクラシック音楽会」

プロとして活動する静岡交響楽団の演奏によるクラシック音楽会をサーラ
グループ特別協賛にてお届けしました。名曲の演奏をはじめ、楽器の種類や
音色を分かりやすく紹介する動画も公開しています。コロナ禍を受けて、
子どもたちが芸術文化に触れあう機会が少なくなっていることから、親子
いっしょに楽しめる音楽番組を企画しました。

EVENT

110周年記念イベントを開催

会社情報

グループ会社一覧

商号 株式会社サーラコーポレーション
（英文名称：SALA Corporation）

設立 2002年（平成14年）5月1日
代表取締役社長 兼 
グループ代表･CEO 神野 吾郞

本社所在地 〒440-8533
愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地 
サーラタワー

TEL 0532-51-1155（代表）
上場証券取引所 東証一部、名証一部

■ エネルギー＆ソリューションズ
サーラエナジー、サーラE&L東三河、
サーラE&L浜松、サーラE&L名古屋、
サーラE&L静岡、グッドライフサーラ関東、
サーラE&Lサポート、サーラeエナジー、
サーラeパワー、サーラ物流、リビングサーラ、
サーラの水、三河湾ガスターミナル、日興、
神野オイルセンター、中部プロパンスタンド、
浜松プロパンスタンド、KANTOH

■ エンジニアリング＆メンテナンス
中部、神野建設、鈴木組、中部技術サービス、
テクノシステム、⻄遠コンクリート工業、
トキワ道路、昭和クリーナー、
中部ビルサービス、誠和警備保障

■ ハウジング
サーラ住宅、中部ホームサービス、
太陽ハウジング、宮下工務店、
サーラハウスサポート、エコホームパネル

■ カーライフサポート
サーラカーズジャパン

■ アニマルヘルスケア
アスコ、エイ・エム・アイ、ホクヤク、
大和医薬品工業

■ プロパティ
中部ガス不動産、サーラホテル＆レストランズ、
サーラスポーツ

■ その他
サーラフィナンシャルサービス、
サーラビジネスソリューションズ、
新協技研

視聴はこちらから ➡ 浜松市文化振興財団　公式YouTubeチャンネルへ

人形劇団プーク
1929年創立の歴史ある人形劇団。東京に専門劇場「プーク人形劇場」があ
り、年間を通して公演を行っている。テレビ部門ではEテレ「おかあさんと
いっしょ」「いないいないばあっ！」などにも関わる。

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）
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（百万円）
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サーラプラザ豊川の工事現場に展示された作品
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〒440-8533
愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地 サーラタワー
https://www.sala.jp/ 
TEL（0532）51-1155（代表）




