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トップコミットメント 

ニッセングループは、信頼される誠実な企業であり続けるた

めに、コーポレート・ガバナンスをしっかりと機能させ、法令遵

守はもとより、社会から求められるさまざまな責任を果たすこ

とを約束します。 

事業活動においては、努力を惜しまず、ひとり一人のお客

様にとってベストな商品やサービスを「いつでも」「どこでも」最

適な環境で提供することを追及し続け、世の中が豊かなること

に貢献していきます。 

また、将来にわたって持続可能な社会を実現するために、

少子高齢化をはじめとした社会構造の変化や地球環境問題

など、顕在化するさまざまな課題について、その解決に取り組

むことも企業の社会的責任のひとつであると認識しています。 

私たちは、ステークホルダーの皆様との対話を通じて、社会

と価値を共有し、事業活動によって社会の課題解決に貢献し

ていくことで、ニッセングループの事業そのものが社会にとっ

てなくてはならない存在となることを目指します。  

 

 

 

株式会社ニッセンホールディングス 

代表取締役社長 市場 信行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本報告書について 
 

編集方針 
本報告書は、ステークホルダーの皆様にニッセングループについて、これまで以上に深く知っていただくための報告書として位置付けてい
ます。本報告書を通じ、ニッセングループの社会・環境活動について、より一層、ご理解を深めていただければ幸いです。本報告書をもとに

引き続き皆様との対話を進め、いただいた評価を適切に CSR 活動に反映していきます。 
なお、本報告書の作成にあたっては ISO26000 を参考にしています。 
 

対象期間 
本報告書の報告対象は、原則として 2014年度（2013年 12月 21日から 2014年 12月 20日まで）の活動です。2013年度以前、もしくは 2015
年度以降の内容も一部報告しています。なお、データの一部は 2014年 4月から 2015年 3月までの 1年間の実績を用いているものがあり、

その場合には注釈を加えています。 
 
対象組織 

本報告書では、株式会社ニッセンホールディングスおよび国内外の子会社・関連会社を含めたニッセングループの取り組みを報告していま
す。文中で「ニッセン」は株式会社ニッセン単体を、「ニッセングループ」は国内外の子会社・関連会社を含めたグループを示しています。範
囲が異なるものについては、注釈を加えています。グループ概要については P14 をご参照ください。 

 
発行：2015 年 10 月 

免責事項  

本報告書に掲載の情報は、記述した時点で入手できた情報に基づいています。そのため、将来の社会の変化によって実際の活動や

結果は変わる可能性があります。  
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【CSR 活動基本方針】 

セブン＆アイHLDGS.では、CSR活動基本方針として以下の方

針を掲げています。ニッセングループも、これらの指針を実践

して、信頼される誠実な企業グループの実現を目指していま

す。 

 

企業行動指針 

品質方針 

持続可能な調達基本方針 

環境指針・環境規約 

環境宣言・温暖化防止基本方針 

社会・文化貢献活動基本方針 

 

https://www.7andi.com/csr/policy/guidelines.html 

 

企業行動指針 

ニッセングループでは、「信頼される、誠実な企業」であり続け

るために 「セブン＆アイ HLDGS. 企業行動指針」に基づいた

「ニッセングループ 行動指針のガイドライン」を制定し、日常

の業務の指針としています。 

 

社是 

 
私たちは、お客様に信頼される、 

誠実な企業でありたい。 
 

私たちは、取引先、株主、地域社会に信頼される、 
誠実な企業でありたい。 

 
私たちは、社員に信頼される、 

誠実な企業でありたい。 

社是

セブン&アイ
HLDGS.

企業行動指針

ニッセングループ
行動指針のガイドライン

社是 グループ共通の普遍的理念

セブン&アイHLDGS.
企業行動指針

「信頼される誠実な企業」であるため
にセブン&アイがどのように考え、行
動するかを定めたもの

ニッセングループ
行動指針のガイドライン

ニッセングループの事業特性に合わせ、
具体的な業務の中で、従業員がどのよ
うに行動すべきかを定めたもの

http://www.7andi.com/csr/policy/guidelines.html
http://www.7andi.com/csr/policy/quality.html
http://www.7andi.com/csr/policy/procurement.html
http://www.7andi.com/csr/policy/environment.html
http://www.7andi.com/csr/policy/environment_02.html
http://www.7andi.com/csr/policy/contribute.html
https://www.7andi.com/csr/policy/guidelines.html
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セブン＆アイ HLDGS. 企業行動指針 

 

前文 

企業の使命は、社会倫理に基づいた経営を行い、お客様に価

値ある商品・サービスを提供し、新たな富と雇用を生み出すこ

とにあります。セブン＆アイグループの役員および社員は、こ

うした使命を果たし、お客様に喜んでいただくことを生きがいと

しています。このために、法令や社会規範を遵守し健全な経

営体質を確立するとともに、すべての人々の人権と尊厳を尊

び、国際社会の多様な価値観を尊重して事業を展開します。

セブン＆アイグループは、以下の指針に基づき、持続可能な

社会実現に向けて事業活動を通じた社会的責任を果たしてい

きます。 

 

基本方針 

1.高い倫理観をもち、法令や社会規範を遵守し、お客様の立

場に立った安全で高品質な優れた商品・サービスを提供しま

す。お客様の生活に密接に関わる事業を展開する企業とし

て公共性の高さを認識し、事業を通じて地球環境と経済が

調和した持続可能な社会実現のために、社会から求められ

る企業の社会的責任（CSR）を果たします。 

  

2.自由で公正な競争を尊重し、私的独占の禁止及び公正取引

の確保に関する法律などの関係法令や社内ルールを守り、

政治・行政に関わる人々と適切な関係を維持します。取引に

あたっては健全な商慣習に従い適切な条件のもと取引を行

い、私的な利益は受けません。また、反社会的勢力とは関わ

りをもちません。  

 

3.お客様・お取引先・株主・地域社会などステークホルダー（利

害関係者）との対話を重視し、いただいたご意見に誠実に対

応するとともに、適時・適切に情報を開示して説明責任を果

たします。また、情報は適切に記録・保存・管理し、収集した

情報の漏洩などの事故がないよう、情報機器の取り扱いな

どに関する社内ルールを守ります。 

  

4.人権に関する国際的な規範を遵守し、すべての人の人権と

個人の尊厳を尊重します。社会的身分・出身・人種・信条ま

たは性別など、非合理的な理由での差別を認めず、基本的

人権の尊重に関して社員の理解・認識の向上を図るために

各種教育などを行います。また、お取引先の人権に関する

取り組みにも関心をもち、サプライチェーン※全体で人権に

配慮した事業が行われるように注意を払います。いかなる児

童労働・強制労働も認めません。  

※原材料の調達から生産・物流・販売を経て消費者に至るま

での、商品・サービス提供のために行われる一連の活動・関

係者  

 

5.雇用・異動・昇進に当たっては、差別のない公平・公正な基

準に基づいて行い、一人ひとりが十分に能力を伸ばし働き

がいを感じられる活力ある企業風土を醸成します。多様な人

材を受け入れ、社員同士が尊重しあい、差別やいやがらせ

のない職場環境を確保するとともに、社員との対話を図り、

社員の心身のゆとり、豊かさを実現できるよう努めます。  

 

6.地域社会との連携と協調を図り、地域社会の一員としての

責任を果たします。事業を通じて地域の発展や豊かな生活

環境づくりに貢献し、社会性・公共性を勘案して適切な寄付

などの社会支援を行います。  

 

7.地球環境の保全は、事業を行う上で必須の課題と認識し、

気候変動問題・生物多様性の保全など地球規模の環境問

題に常に関心をもち、持続可能な社会実現のために貢献し

ていきます。環境関連の法令を遵守し、商品・サービスの開

発や製造、物流、販売・サービスの提供に至るまでのサプラ

イチェーン全体を通じて環境負荷の低減に取り組みます。ま

た、ステークホルダーとの連携のもと、地球環境保全活動へ

積極的な支援を行います。  

 

8.法令違反や企業行動指針に反する行為の抑制・防止と問題

が発生した場合の早期解決を目的として、社員からの通報

を受け付ける相談窓口を設置します。法令・社会規範・社内

ルールに違反する疑いがある行為を発見した社員は、匿名

でも通報でき、通報したことによって、不利益な取り扱いを受

けることは一切ありません。 
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「平成 26 年度障害者雇用優良事業所等厚生労働大臣表彰」

受賞  

     対象： 株式会社通販物流サービス  

通販物流サービスは、以下の功績により「平成 26 年度障害者

雇用優良事業所等厚生労働大臣表彰」を受賞しました。 

 ・障がい者を積極的に多数雇用している  

 ・永年にわたり障がい者の雇用を促進している  

 ・障がい者を雇用するための取り組みを行っている  

通販物流サービスでは 1995 年より障がい者雇用をスタートし

ました。2011 年度からは更なる雇用拡大に向けた取り組みを

行い、一部の部署や一部の作業に限定するのではなく、会社

全体の活動として捉え、会社方針を明確化することにより、全

社で推進しています。 

今後も、さらなる障がい者雇用の拡大を図り、地域社会への

貢献の取り組みを強化していきます。 

※通販物流サービスは、2015 年 6 月 21 日をもってニッセンと

合併しました。   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「平成 26 年度障害者雇用 優良事業所等知事表彰」受賞  

     対象： 株式会社ニッセンホールディングス  

ニッセングループでは、特例子会社u&nの活動など、グループ

全体でノーマライゼーションの実現に向けた取り組みを行なっ

ています。 

 ・グループ各社において、障がい者雇用を積極的に推進 

 ・社内の障がい者職業生活相談員の育成を推奨 

 ・障がい者福祉施設などの製品の社内販売を定期的に開催 

また、ニッセングループは、「京都はあとふる企業」にも認証さ

れていますが、これらの功績が評価され、京都府の「平成 26

年度障害者雇用優良事業所等知事表彰」を受賞しました。 

受賞企業はニッセンホールディングスですが、功績の対象は

ニッセングループ全体となります。   

 

 

「京都はあとふる企業」認証を取得しました。 

  

ニッセングループは、障がい者雇用率 3.0％以上を達成するな

どの基準を達成し、障がいのある方を積極的に雇用している

企業として、京都府障害者雇用推進企業（愛称：京都はあとふ

る企業）に 2014 年 6 月 20 日付で認証されました。 

              

 

特例子会社を含む企業グループでの認証は、初めての事例と

なります。 

これからも、特例子会社だけに頼ることなく、グループ各社で

障がい者雇用を積極的に推進してまいります。   

TOPICS ニッセングループの障がい者雇用 

ニッセングループの障がい者雇用への取り組みが評価され、グループ会社 2 社が表彰されました。 
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【活動レポート】 人権・労働慣行 

 

人権の尊重・差別の禁止 

【人権尊重の方針】 

ニッセングループは、基本的人権を尊重し、差別的な行為を

認めません。 

人権の重要性と普遍性を認識し、法令を遵守することはもとよ

り、人権を尊重するための措置を適切に行うことで差別的言

動や人格を無視する行為を排除し、個性と能力を発揮してや

りがいのある仕事に取り組める組織づくりに取り組みます。 

相互理解の前提となる基本的人権を尊重します 

 

ダイバーシティの推進 

【ダイバーシティ方針】 

・ 基本理念 

人材属性・勤務条件の多様性を受容し、幅広い人材が個性

と能力を発揮できる企業風土を積極的に作ることで、グルー

プ企業価値および社会存在価値の向上を目指します。 

・方針 

性別・年齢・人種・国籍・宗教・身体障がい有無などの人々

の多様性を尊重し、また勤務条件・雇用形態・勤務場所など

の柔軟性を常に改善し続けることで、幅広い人材が個性と

能力を発揮できる企業風土作りを積極的に推進します。 

幅広い人材が個性と能力を発揮できる 企業風土を積極的

に作ります。 

 

【女性の活躍】  

・ ニッセングループにおける女性比率（%） 

（※1）取締役、監査役、執行役員 （※2）役員を除く 

 

【障がい者の雇用拡大】 

ニッセングループでは、特例子会社 u&n の設立・運営や関係

各社での雇用推進により、障がい者雇用拡大に積極的に取り

組んでいます。 

2015 年 6 月 1 日現在の障がい者雇用率は、特例対象会社 6

社通算（※1）で3.21％となっています。今後も、さらなる雇用拡

大にむけて、さまざまな取り組みを進めていきます。 

※1：親会社：株式会社ニッセンホールディングス 

特例子会社：株式会社 u&n 

関係会社 4 社：株式会社ニッセン 

シャディ株式会社 

株式会社ニッセンライフ 

株式会社トレセンテ 

 

・ニッセングループ障がい者雇用率（%） 

※各年 6 月 1 日時点（範囲は特例対象会社） 

 

【特例子会社 u&n の取り組み】 

・設立主旨 

u&n は、特例子会社として障がい者に働く場を提供すること

はもちろん、障がい者施設の商品の販売などを通じた障が

い者の工賃向上への貢献や障がい者に向けた新たなサー

ビスの提供など、障がい者を仕事と生活の両面から総合的

に支援していくことを目指し、2008 年 3 月 21 日に設立されま

した。同年 5 月 2 日付で京都府内では 3 例目となる「障害者

の雇用の促進等に関する法律」に基づく特例子会社に認定

されています。 

・運営方針 

u&n では、障がいのある方だけが孤立して作業を行うのでは

なく、社内カフェのサービスを中心に各職場の中に入って、

多くの従業員とコミュニケーションを図りながら働いています。

今後も、社内で自然とノーマライゼーションが実現されていく

ような取り組みを継続し、障がいをもつ方々が働きがい、や

りがいを持って働けるニッセングループを目指します。 

 

 

2012 年度 2013 年度 2014 年度 

役員(※1）の女性比率 

（人数） 

7.8% 

(4) 

7.0% 

(4) 

6.9% 

(4) 

管理職（※2）の女性

比率（人数） 

12.7% 

(39) 

13.7% 

(40) 

12.3% 

(40) 

正社員の女性比率

（人数） 

40.9% 

(611) 

41.8% 

(603) 

41.3% 

(574) 

従業員の女性比率

（人数） 

74.2% 

(3,892) 

73.5% 

(3,533) 

72.9% 

(3,501) 

 2013 年度 2014 年度 2015 年度 

障がい者雇用率 

（雇用数）雇用者数） 

2.83％ 

（99.5） 

3.04％ 

（100） 

3.21％ 

（102） 
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ワークライフバランス 

【育児休暇、介護休暇の取得】  

ニッセングループでは、ワークライフバランス推進に向けて、

育児および介護による休暇・休業制度が取得しやすい環境づ

くりに取り組んでいます。 

・ニッセンにおける取得状況  

 

【事業所内託児施設の設置と運営】 

ニッセンでは、女性従業員が働きやすい環境づくりの一環とし

て、 事業所内託児施設「なかよし共和国」を福井ロジスティク

スセンタ－内に設立（1995 年）し、 運営を行っています。多く

の女性従業員が「なかよし共和国」の利用により、 安心して、

生き生きと働いています。 

 

       

 

また、本社オフィスのある京都に勤務する従業員は、近隣企

業の託児所を共同利用することができます。 

 

労働安全衛生 

ニッセングループでは、産業医の巡回による労働環境の適正

性の確認や産業医による一定以上の残業時間の就業者への

面談、健康診断の実施などを着実に実行し、労働安全衛生の

向上に努めています。 

さらに、ノー残業デーの設定などによる残業時間の短縮の取

り組みやメンタルヘルス社内相談窓口の開設、メンタルヘルス

セルフチェックの実施、EAP※の設置など、従業員の健康や精

神衛生面へ配慮した取り組みにも力を入れています。 

※従業員支援プログラム（Employee Assistance Program） 

労働環境改善プロジェクト 

ニッセングループでは、CSR 委員会 企業行動部会に労働環

境改善プロジェクトを設置し、労働環境の改善・向上に取り組

んでいます。 

具体的には、残業時間の削減や年次有給休暇の取得を推進

し、労務上のコンプライアンスを遵守するのはもちろんのこと、

働きがいのある職場の実現を目指しています。 

＜目標＞ 

2016 年度 

   ①月間残業時間 

       ・45 時間を超える従業員 0 人 

      ・平均残業時間 20 時間以内 

   ②有給休暇取得率 

・60%以上 

 

健康経営 

企業にとって、社員の健康は生活の質を上げるだけでなく、企

業が活力を増して経営の効率を高めていくためにも大切な要

因です。このような「健康経営」の視点が社会的にクローズア

ップされる中、セブン＆アイ HLDGS．では、「セブン＆アイ健康

宣言 2018」をスタートしました。 

生活習慣病のリスクや喫煙率の減少、女性特有のがんの認

知度向上、正しいメンタルヘルスへの理解、ワークライフバラ

ンスの推進などにおいて目標を設定し、その支援策として「健

康管理システム『MY HEALTH WEB』」「メンタルヘルス研修」

「健康イベント」などを導入しています。 

ニッセングループにおいても、「セブン＆アイ健康宣言 2018」

の推進に取り組み、健康経営の実現を目指しています。 

 

人材育成 

ニッセングループでは、社是、企業行動指針を実践できる人

材を育成するために、社是・企業行動指針の浸透、教育体制

の再整備、ジョブローテーションの制度化などを推進していま

す。 

 

 

 

 

  2012 年度 2013 年度 2014 年度 

育児休業取得者数 59 31 22 

育児休業取得後の復職率 82.9% 100.0% 88.2% 

介護休暇取得者数 4 2 0 
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【活動レポート】 消費者課題 

 

お客様情報の保護 

ニッセングループの個人情報を扱う事業会社では、「プライ

バシーマーク」を取得し、お客様、お取引先様、社員の個人

情報の保護管理に対し、より一層の配慮と適切な取り扱い

を行い、情報セキュリティおよび個人情報保護の強化に努

めています。 

 

【個人情報保護方針】 

当社は、お客様、株主様、お取引先様、社員の個人情報の

保護管理に対し、より一層の配慮と適切な取り扱いを行い、

情報セキュリティおよび個人情報保護の強化に努め、皆様

の信頼に応えてまいります。  

昨今の情報技術の急速な進歩により個人情報の利用が広

範囲に拡大しており、社会的にも個人情報の適切な利用と

保護が極めて重要になってきています。 

当社グループは「お客様の満足」「株主様の信頼」「お取引

先様との協調」「社会への貢献」「社員の自己実現」という五

つの柱を経営理念に掲げており、お客様を初めとする大量

の個人情報を事業基盤として、その実現に取組んでいま

す。 

従って、ひとたび個人情報の漏えい等の事故が発生した際

には、事業基盤を揺るがしかねない重大な事態を招く可能

性が高く、五つの柱にも大きな影響を与えることになりかね

ません。 

個人情報について適切な利用と保護を図っていくことを当社

の使命と捉え、社員はじめ当社グループに関わる全ての者

が個人情報保護の重要性を認識して、その維持と管理に努

めなくてはなりません。よって、当社グループはここに個人情

報保護に関するマネジメントシステムを制定し、個人情報の

保護に取り組むことを宣言します。  

  

1. 当社グループは、日本工業規格「個人情報保護に関する

マネジメントシステムの要求事項（JIS Q 15001：2006）」に準

拠したマネジメントシステムを策定し、個人情報の保護に取

組みます。  

2. 個人情報を取得させていただく場合は、ご当人様に利用

目的や当社の窓口等などをお知らせし同意を得た上で、適

切な範囲内で取得させていただきます。  

3. ご当人様から取得させていただいた個人情報は、ご了解

いただいた目的の範囲内で利用いたします。又、個人情報

のアクセス制限及び利用可能期限の管理等により、目的外

利用の防止措置を講じます。  

4. あらかじめご当人様からご了解いただいている場合や業

務を委託する場合等を除き、ご当人様の個人情報を第三者

に提供または開示等いたしません。  

5. 当社グループが保有する個人情報の漏えい、滅失又は

き損の防止及び是正のため、適切なセキュリティ対策を講じ

ます。また、万一の発生時にはご当人様へのご連絡を含め、

速やかな対応及び是正措置を講じます。  

6. 当社グループが取扱う個人情報については、個人情報保

護に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守

いたします。  

7. 当社グループを取り巻く環境や社会情勢の変化に合わ

せ、マネジメントシステムの継続的な見直しと改善を行いま

す。  

8. 当社グループの個人情報保護方針、個人情報の取り扱

いについての苦情、ご相談についてはお問合せ窓口にて承

ります。  

 

品質の維持 

ニッセングループでは、CSR 委員会 消費者・公正取引部会に

QC プロジェクトを設置し、商品品質の維持向上を図っていま

す。 

 

【品質方針】 

セブン＆アイ HLDGS.は、お客様に豊かで健康的な生活を提

供できるよう安全・安心と、「新しさ」「上質」を追求し、グループ

各社の連携により、お客様にご満足していただける商品・サー

ビスを提供し続けます。 

基本方針 

1．お客様満足の向上  

私たちは、お客様の立場に立って、商品・サービスの開発・

提供を行い、お客様にご満足していただけるよう品質の向上

に努めます。  

2．安全な商品・サービスの提供  

私たちは、お客様の立場に立って、安全で安心してご使用・



 

8 

ご利用いただける商品・サービスの提供に努めます。  

3．適切な情報の提供  

私たちは、お客様の立場に立って、商品・サービスに係わる

法令やルールを遵守し、必要な情報を適切かつ、わかりや

すい方法で提供するよう努めます。  

 

 

【活動レポート】 公正な事業慣行 

 

公正な取引の確立 

ニッセングループでは、CSR 委員会 消費者・公正取引部会に

FT（公正な取引）プロジェクトを設置し、管理体制の整備、教育

プログラム（改正景品表示法を含む）の整備を進めています。 

特に、独占禁止法・下請法・景品表示法など事業に関わる重

要な法令を確実に遵守すべく、対応を図っています。 

 

【セブン＆アイ HLDGS.お取引先行動指針】 

1.法令遵守 

企業倫理に基づいて、適用される現地法令、及び関連する

国際ルールを遵守していること。 

2.人権・個人の尊厳の尊重 

企業活動に関わる全ての人々の人権・個人の尊厳を尊重し

ていること。 

3.雇用・職場環境 

企業活動に従事する人々は適正に雇用され、安全で働きや

すい環境で働いていること。 

4.環境管理 

環境汚染の防止、環境負荷の低減に最大限の努力を払っ

ていること。 

5.地域・社会との関係 

地域・社会と良好な関係を構築するよう努めていること。 

6.情報の管理 

取引上入手した情報は適切に管理していること。 

7.商品の安全確保のために 

最終消費者に安心・安全な商品を提供するために、セブン

＆アイ HLDGS.各事業会社から要請された品質基準、及び

以下の事項を遵守していること。 

①日本で定められている法基準を守っていること。  

②商品・サービスに関わる必要な情報については、迅速

かつ正確に開示していること。  

③お客様（最終消費者）に不利益を与える恐れがある場合

には、その不利益を取り除く、または防止するための情

報を迅速かつ正確に開示すること 

8.公正な取引 

公正、透明、自由な競争ならびに適切な取引を行うこと。ま

た、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つこと。 

9.モニタリング 

本指針の実現化に協力すること。 

 

ヘルプラインの設置 

お客様に安全・安心な商品とサービスを提供するため、セブン

＆アイ HLDGS.では問題の芽を早期に発見し、未然に防ぐた

めの相談・通報窓口として「セブン＆アイ HLDGS.お取引先専

用ヘルプライン」を、新たに第三者機関である（株）インテグレ

ックスに設置しています。  

セブン＆アイ HLDGS.および当社グループ会社とのお取引に

おける疑問やご意見などをお取引先よりお受けし、迅速に改

善を図ることで、一層の公正取引の確保に努めてまいります。  

 

 

【活動レポート】 環境 

 

環境教育・環境意識の向上 

ニッセングループでは、CSR 委員会 環境部会に環境教育・

環境意識向上のプロジェクトを設置し、新入社員研修や管理

職研修における環境教育の実施、ｅラーニングでの環境教育

の実施などを推進しています。 

また、環境配慮の知識・行動の向上を社内の共通認識として

いくために、エコ検定（環境社会検定試験）の取得についても

推進しています。 

 

身近な環境保全活動を継続して実施しています 

【エコキャップ運動】 

ニッセングループでは、ペットボトルのキャップを回収してリサ

イクルする活動に取り組んでいます。この活動は、キャップの

リサイクルにより二酸化炭素の排出を抑制するだけではなく、

リサイクルの売却益が社会貢献活動に役立てられています。 

  ・回収実績 1,684,807 個（2015 年 5 月 20 日現在） 
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【インクカートリッジ里帰りＰＪへの参画】 

インクカートリッジ里帰り PJ は、使用済みインクカートリッジの

回収から再資源化までのリサイクル活動を推進するため、プリ

ンターメーカー6 社が共同で運営するプロジェクトです。 

ニッセングループでは、社内に専用回収箱を設置し、使用済

みインクカートリッジの共同回収に協力しています。 

 

環境指針 

私たちは、安全で良質な商品・サービスをお客様にお届けし、

ご満足いただくことが第一の使命であると考えます。 

1．事業活動に対する責任 

私たちは事業活動の中で、環境保護、ロス削減、資源の有

効利用・再資源化、省エネルギー、廃棄物の削減、環境汚

染の予防につとめ、企業の責任を果たします。 

2．お客さまとの協力と情報公開 

私たちはお客さまの声に耳を傾け、お客さまとともに環境保

護につとめ、その活動の結果を監査し、文書化し、広くお客

さまや社員に情報公開します。 

3．地域社会との協力・社会貢献 

私たちは地域とともに環境について考え、環境分野の社会

貢献活動を継続的に行い、企業市民としての役割を果たし

ます。 

4．社員の責任と自覚 

私たち社員一人ひとりは、この環境指針にもとづき、企業や

社会の中でそれぞれの立場で環境問題について考え、自分

の役割を自覚して行動するようつとめます。 

5．環境目標の設定と見直し 

私たちはこうした取り組みが年ごとに改善されるようにつと

め、環境に関連する法規制を遵守し、企業活動の分野ごと

に自主的目標を定め、それを年ごとに見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【活動レポート】 社会貢献活動 

 

【社会・文化貢献活動基本方針】 

（株）セブン＆アイ・ホールディングス、その事業会社及び関係

会社は、企業行動指針の精神にそって、地域社会、国際社会

との連携と協調を図り、良好な関係を維持することにより、地

域社会、国際社会の一員として、社会・文化貢献活動を社会

的責任の一つとして捉え、積極的に平和で豊かな生活環境作

りを支援していきます。 

 

社会・文化貢献活動行動指針 

（株）セブン＆アイ・ホールディングス、その事業会社及び関係

会社は、「社会・文化貢献活動の基本方針」にそって、社会・

文化貢献活動の重点領域及び活動方針を定め、社会的な課

題の解決に向けて、積極的に持続可能な社会づくりを支援し

ます。 

 

重点領域 

1．未来の社会をつくる子どもたちや青少年の支援  

教育・健全育成  

2．誰もが暮らしやすい安全で安心な地域社会づくりの支援  

子ども、高齢者、コミュニティなど、地域社会との連携  

3．地域環境・地球環境の保全  

循環型社会の形成、環境保全活動の実施及び助成その

他の支援  

4．文化芸術･スポーツ振興の継承と発展  

地域の文化・芸術活動やスポーツイベントの助成・協力  

5．国際的な貧困の撲滅  

フェアトレード商品の取り扱いの推進  

6．国際交流・協力  

海外からの研修生の受け入れの推進  

7．災害支援  

企業インフラを最大限に活用した迅速で的確な支援 
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女性の支援 

 

環境省「エコチル調査」を応援  

～女性が安心して子育てできる環境づくりのために  

新しい生命が宿った時から、女性はお母さん（母親）としての

立場に変わります。そして、生まれてくる子どもの健康のこと、

子どもたちを取り巻く環境に敏感になってきます。 

ニッセングループは、そんなお母さんやご家族の方々が、安心

して子育てができる環境づくりに貢献する「エコチル調査」の企

業サポーターとなり、支援活動を推進しています。 

 ニッセングループは、環境省「エコチル調査」を応援していま

す。  

「生まれてくる子どもたちが、すこやかに成長できる環境を、未

来に残したい」環境省の「エコチル調査」は、そんな思いをかた

ちにするためのプロジェクトです。  

ニッセングループは、明日の地球を生きていく子どもたちが、

すこやかに成長できる環境づくりに貢献する「エコチル調査」

の趣旨に賛同し、企業サポーターとして調査の普及啓発に努

め、取り組みを応援しています。   

 

 【エコチル調査とは】 

私たちの生活はとても便利になりましたが、その一方で人間

が作り出した科学物質も身の回りに増えました。このような科

学物質をはじめとした汚染物質が、私たちの健康や、次の世

代の子どもたちにどのような影響を与えるのかを明らかにする

調査です。 

全国 15 の地域にお住まいの妊婦さんにお願いし、妊娠判明

時から子どもが 13 歳になるまで、環境中の物質や生活習慣、

健康状態を確認するという、大規模な全国調査です。   

 

          

 

 

「ニッセンライフ基金」の設立  

女性を主なお客様とするニッセンライフでは、医療保険・がん

保険を扱う企業として、特定非営利活動法人 がん患者団体

支援機構が提唱する「がん患者会が相互に親睦をたかめ、助

け合うことのできる制度をつくる」という趣意に賛同し、『ニッセ

ンライフ基金』を設立していただきました。単なる寄付ではなく

基金として設立することで、使途を明確にし、有意義な活用を

していただいています。ニッセンライフでは、長期的な協力体

制を築くことを目指しております。 

 

子どもの支援 

 

「ニッセン・ハチドリのひとしずく」プロジェクトによる支援  

ニッセングループでは、「子どもたちに希望と未来を！」の方針

のもと、東日本大震災復興支援活動～「ニッセン・ハチドリの

ひとしずく」プロジェクト～として、さまざまな取り組みを通じて

被災地域の子どもたちを積極的に支援しています。 

  

【こども絵画展の開催】 

ニッセンホールディングスでは、東日本大震災の復興には継

続的な支援を行うことが重要だと考え、公益社団法人日本ユ

ネスコ協会連盟や各自治体後援のもと、被災地とともに作り上

げる「こども絵画展」を実施しました。 

“子どもたちの絵を復興のメッセージに”をコンセプトに、被災

地の未来を担う子どもたちの夢や希望に溢れる絵画を、WEB

を通じて全作品公開することで、現地からの熱いメッセージと

して震災を風化させない力を生み出していくことを目指してい

ます。  

 

 

 

   

第 8 回キッズデザイン賞「復興支援デザイン部門」受賞 

ニッセン・ハチドリのひとしずくプロジェクト「こども絵画展」にお

いて、被災地の子どもの絵を復興のメッセージとして捉え、震

災を風化させないとの思いが伝わる取り組みが評価され、特

定非営利活動法人キッズデザイン協議会による第 8 回キッズ

デザイン賞「復興支援デザイン部門」を受賞しました。 
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障がい者の支援 

 

障がい者福祉サービス事業所で生産した自主製品の社内販

売会を定期的に開催  

ニッセングループでは、障がい者福祉施設や事業所の皆さん

に自主製品などを従業員向けに販売していただく社内販売会

を定期的に開催しています。 

売上・利益を向上させ工賃向上につなげるとともに、よりよい

商品のための声の収集や障がいのある利用者が社会へ出る

ための訓練の場として、活用していただいています。 

また、ニッセングループ従業員にとってもノーマライゼーション

を学ぶ機会となっています。 

なお、日常的には、特例子会社 u&n でこれらの自主製品のパ

ンやクッキーを仕入れて、社内販売しています。   

 

 

 

 

 

 

 

福井ロジスティックスセンターでの取り組み 

ニッセン福井ロジスティックスセンターでは、福井県あわら市内

の障がい者施設で製造されたパン、焼菓子および野菜類の会

社内での従業員向け販売を行っています。 

また、社内の自販機から排出される空き缶類の回収業務をあ

わら市内の障がい者施設に委託しているほか、あわら市内の

障がい者施設イベントへの協賛なども実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

プルトップを回収して車椅子を寄付  

ニッセングループでは、社内にて空き缶のプルトップを回収し、

リングプル再生ネットワークへ送付しています。送付したプルト

ップは、リサイクル業者に回収されて、その収益金で車椅子な

どを購入しリングプル寄贈者に提供されます。 

【リングプル再生ネットワーク】 

リングプル再生ネットワークは、北海道江別市の野幌商店街

振興組合青年部「八考会」が全国規模で展開しているプルトッ

プ回収運動です。   

 

 

地域社会への貢献 

 

京都 祇園祭にボランティアで参加 

日本三大祭のひとつにあげられる祇園祭は、毎年７月１日か

ら 31 日までの１カ月間、京都市内の中心部や八坂神社（東山

区）で行われる有名なお祭りです。 

7 月 17 日は、祇園祭・前祭（さきまつり）のメインイベント、山鉾

巡行の日です。 

ニッセングループでは、有志のボランティアが一部のオフィス

が立地する町内の山鉾で、毎年 17 日に向けた 14 日の宵宵

宵山(よいよいよいやま)～16 日宵山(よいやま)にかけての数

日間、祭のお手伝いをしています。 

地域への貢献から始めたことですが、地域との「つながり」の

大切さを学ぶ貴重な場になっています。 

 

がん患者支援イベント「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2014京

都」へ参加しました 

2014年 9 月 27 日（土）、28 日（日）の 2 日間、京都府立医科大

学花園学舎にて「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2014 京都」が

開催されました。ニッセンライフのスタッフは今年も夜通しウォ

ークチームとして、そしてボランティアとして参加しました。今年

は特に参加されていた多くの方とのふれあいを通じて支え合う

ことの大切さを学ぶことができました。今後もボランティア参加

を通じて多くの経験をしていきたいと思います。  

 

地産地消への取り組み 

ニッセンの福井ロジスティックスセンターでは、あわら市産の農

林水産物、加工品、工芸品の販売および地産地消に関する取

り組みとして、社員食堂の食材に地元で収穫された野菜およ

び穀物類を優先的に調達するほか、地元野菜農家に対する

社内での従業員向け販売機会の提供などを行っています。 
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【活動レポート】 組織統治 

 

コーポレート・ガバナンス 

【コーポレート・ガバナンスに関する基本方針】 

当社は、コーポレート・ガバナンスを、経営の健全性・透明性

および執行の有効性・効率性を高めるための企業経営の核心

的要素であると捉え、内部統制システムと有機的に連動する

ことにより、中長期的な企業価値向上を実現し、未来永劫発

展し続ける企業グループを目指してまいります。 

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針は次の通り

です。 

1．グループ経営の透明性・客観性の向上 

①純粋持株会社の取締役会における独立社外取締役 3 名

以上の体制維持 

②経営監督機能と業務執行機能の明確な分離を目的とした、

独立社外取締役を資格要件とする取締役会議長の設置 

③独立役員が委員長を務め、独立役員で過半数を構成する

コーポレート・ガバナンス委員会および指名・報酬委員会

の設置 

2．純粋持株会社・事業会社間における経営と執行の分離 

①グループ経営における主要統括領域の網羅性確保を前

提とした社内取締役数の最適化および執行役員との業務

責任範囲の明確化 

②純粋持株会社による事業会社への統制力維持および業

績責任明確化を目的とした親子会社間での業務執行役員

の原則分離 

3．グループ事業運営の権限委譲・責任明確化 

①権限委譲による経営判断の迅速化および責任明確化を

目的としたグループ事業会社の規模・重要性に基づく事業

会社ランク制および会社別決裁基準制度の導入 

②業績責任の明確化を目的とし、中長期的な企業価値向上

に報酬インセンティブが連動する役員報酬制度の導入 

また、当社は、上記のコーポレート・ガバナンス改革に加えて、

環境保全や社会貢献の分野においても、企業としての貢献活

動をグループ全体で推進していくべきとの観点から、国連が推

奨している責任投資原則（PRI）を積極的に支持し、ＥＳＧ（環

境・社会・ガバナンス）の各領域における具体的なアクションプ

ランの実践を通じて、ＥＳＧの先進企業となることを目指してま

いります。 

 

コンプライアンス 

法令、社会のルール、社内規程などの遵守を徹底しています 

ニッセングループでは、すべての物事に「誠実」に向かい合う

ことを基本として、法令、社会のルール、社内規程などの遵守

を徹底しています。 

グループと自らの価値を高める行動を実践するためのベース

となる最低限守らなければならない基本ルールとして、「ニッセ

ングループ行動規範」を制定し、グループ会社全従業員への

浸透を図っています。 

 

「コンプライアンス研修」を開催し、体制の整備に努めています 

ニッセングループでは、コンプライアンスに関する「意識」「知

識」「行動」を高めていくための体系的な教育に取り組んでい

ます。 

 

「コンプライアンスマニュアル」を作成、浸透を図っています 

ニッセングループでは、コンプライアンスは企業活動における

基本使命との認識のもと「コンプライアンスマニュアル」を作成

し、イントラネット上でグループ内に公開、浸透を図っています。 

「コンプライアンスマニュアル」では、グループにおいて関わり

の深いコンプライアンスに関連する事項を中心に取り上げ、従

業員一人ひとりが日常業務を行ううえで守るべきポイントをま

とめています。 

 

反社会的勢力との一切の関係を遮断します 

【ニッセンホールディングス反社会的勢力対応方針】 

1.当社は、社会的責任を強く認識し、コンプライアンス経営を

更に徹底します。 反社会的勢力との関係を完全に遮断する

為、グループとして反社会的勢力の排除・防止体制を強化し

ます。 

2.当社は、外部機関と緊密な連携体制を構築します。 不当要

求には毅然とした対応で臨み、民事、刑事の両面から法的

対抗手段を行使します。 

3.当社は、反社会的勢力とは、取引を含めて一切の関係を遮

断します。 又、利益供与は勿論の事、直接、間接的を問わ

ず断固として裏取引を行ないません。 
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CSR 推進体制 

 

○セブン＆アイ HLDGS. CSR 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ニッセングループ CSR 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSR 統括委員会 

企業行動部会 消費者・公正取引部会 環境部会 

○商品の品質向上および安全性の確保 ○コンプライアンスの徹底 

○働きがいのある職場づくり 

○公正な取引の確立 

○お客様応対の品質向上 

○サプライチェーンリスクの回避 

○環境負荷の把握と削減 

○森林保全活動 

○環境意識レベルの向上/情報共有 

CSR 委員会 

企業行動部会 消費者・公正取引部会 環境部会 

◇QC プロジェクト 衣料・住居 

◇QC プロジェクト 食品 

◇FT（公正な取引）プロジェクト 

◇お客様相談室情報連絡会 

◇環境教育：環境意識の向上 

◇３Ｒ※2 推進 
 

◇調達および使用資源の効率化 

◇人材育成 

◇労働環境改善 

◇ダイバーシティ推進 

◇健康経営 

◇従業員意識調査 

◇ノーマライゼーション※1 

◇コンプライアンス徹底 

プロジェクト プロジェクト プロジェクト プロジェクト 

○主要課題 

※1：ノーマライゼーション：障がいの有無や年齢に関わらず、誰もがさまざまな分野の  

社会活動に参加できるようにすること 

※2：3R:Reduce（減らす)、Reuse（再度使う）、Recycle（リサイクル） 
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ニッセングループの概要  

持株会社の概要 

社名 ： 株式会社ニッセンホールディングス      

設立 ： 1970 年（昭和 45 年）4 月 

資本金 ：11,873 百万円（2015 年 6 月 20 日現在） 

発行済株式総数：6,666 万株（2015 年 6 月 20 日現在） 

株式公開：東京証券取引所市場第一部上場 

代表者：代表取締役社長 市場 信行 

売上高 ：208,370 百万円（連結・2014 年 12 月期） 

社員数 ：1,422 名（連結・2014 年 12 月 20 日現在） 

     [従業員数 4,225 名（連結・2014 年 12 月 20 日現在）] 

取締役  

 代表取締役社長  市場 信行 

 代表取締役副社長  永松 文彦 

 取締役   筑紫 敏矢 

 取締役   脇田 珠樹 

 取締役（社外） 山口 利昭 

 取締役（社外） 広野 道子 

 取締役（社外） 藤嶋 幸男 

 取締役（社外）  青木 繁忠 

 取締役（社外） 小森 哲郎 

監査役  

 監査役   森 八十二  

 監査役（社外）  スコット・トレバー・デイヴィス          

 監査役（社外）  山田 修  

※取締役・監査役の略歴などは、以下の URL でご確認いただけます。 

  http://www.nissen-hd.co.jp/company/officer.htm 

 
グループ会社 

株式会社ニッセン 

シャディ株式会社 

株式会社エニシル 

スリーハート・コーポレーション株式会社 

株式会社ニッセンライフ 

ニッセン・ジー･イー･クレジット株式会社 

株式会社オリエンタルダイヤモンド 

株式会社トレセンテ  

株式会社暮らしのデザイン  

株式会社 n ビューティサイエンス 

セキセー株式会社 

上海謝迪礼品有限公司 

株式会社 u&n 

 

香港日泉有限公司 

上海日泉服飾検整有限公司 

青島日泉服飾検整有限公司 

セブン＆アイ HLDGS.グループ会社 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス   http://www.7andi.com/ 

 

グループ会社 

株式会社ニッセンホールディングス、株式会社セブン‐イレブン･ジャパン、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社そごう・西武、 

株式会社ヨークベニマル、株式会社ヨークマート、株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ、株式会社セブン銀行、 

株式会社セブン・カードサービス、株式会社セブンネットショッピング、株式会社オッシュマンズ・ジャパン、株式会社ロフト、 

株式会社赤ちゃん本舗、ほか 

http://www.nissen-hd.co.jp/company/officer.htm
http://www.7andi.com/
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本報告書およびニッセングループの CSR 活動に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。 

 

〒601-8412 京都市南区西九条院町 26 番地 

株式会社ニッセンホールディングス CSR 統括室 

http://www.nissen.info/ 

 

 

 

http://www.nissen.info/

