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社会的責任に関する国際規格「ISO26000」の 7 つの中核主題と、プラスグループ CSR 活動において該当
する項目の一覧です。

国際規格「ISO26000」課題とプラスグループCSR活動対照表
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１．組織統治

２．人権

３．労働慣行

４．環境

５．公正な事業慣行

６．消費者課題

７．コミュニティへの参画及びコミュニティ発展

トップメッセージ
企業理念「PLUS のココロ」
企業理念と CSR の考え方
CSR 推進体制
コーポレートガバナンスの考え方
コーポレートガバナンス体制
コンプライアンス・リスクマネジメント
人財交流制度・人財育成
ワーク・ライフ・バランス
安全と健康
ハラスメントの防止
人権・人財に関する考え方
環境管理
地球温暖化対策
省資源・リサイクル対策
環境配慮商品
自然との共生
法規制の順守と汚染予防
公正な競争・取引
お取引先様とのコミュニケーション
調達基本方針
知的財産基本方針
品質管理
情報セキュリティ管理
個人情報保護
お客様とのコミュニケーション
社会貢献活動
地域清掃活動の実施
ベトナム学生を対象とした奨学金制度
被災地への継続的な支援

ISO26000課題 取組み項目
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プラスグループにおける CSR とは、企業理念「新しい価値で、新しい満足を。」を具現化することです。

企業理念とCSRの考え方

プラスグループ 企業理念と CSR の考え方

プラスグループでは、持続可能な社会の実現に向けて、プラ
スグループの企業理念を具現化し、日々の事業活動を通じて
社会的課題の解決に貢献することがプラスグループの CSR
であると考えています。

社会的課題の解決に真摯に取り組み、さまざまなステークホ
ルダーの期待や要望に応え、社会から信頼され、尊敬され、
愛される企業を目指し、プラスグループ一体となって CSR
活動を推進しています。

私たちの理念
Our Philosophy

私たちのビジョン
Our Vision

私たちの価値
Our Values

私たちの行動指針
Our Action

新しい価値で、新しい満足を。

プラスグループは世界中の人々に快適で楽しくスマー
トな仕事空間と生活文化を実現する商品・サービスを
提供し社会の発展に寄与します。

ユニークネスの追求
・お客様重視
・生活者視点
・自由と個の尊重
・デザインへのこだわり
・挑戦と改革

・今までにない、他者とは違う、他のやり方でチャレンジする。
・お客様のために、あらゆる努力を惜しまない。
・社会、家庭の中で暮らす一人として自覚し仕事に取り組む。
・仲間を大切にしながら、自由な発想で取り組み、個性を発揮する。
・常に、美しいもの、心地よいものを追求し提供し続ける。
・情熱を持って挑戦し、仕組みや社会を変えてゆく。
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2014 年 4 月、CSR の取組みを活かしたグループ横断の CSR 推進体制を構築しました。

CSR推進体制

プラスグループ CSR 推進体制

プラスグループでは、2014 年度、グループ各社のこれまで
の CSR の取組みを活かしたグループ横断の CSR 推進体制を
構築しました。
グループ経営者会議・取締役会・コーポレート会議のもと、
CSR を統括する組織としてプラス株式会社に CSR 推進事務
局を設置しました。CSR 活動は、リスクマネジメント委員会
と CSR 推進事務局が連携し、グループ一体となり推進して
います。リスクマネジメント委員会では、6 分科会が従来の
活動を CSR の観点からブラッシュアップし、CSR 推進事務
局のもと 5 つの CSR ワーキンググループを新設、併せて 11
のグループがそれぞれ CSR 課題に取組んでいます。
海外拠点においては、現地社員に対し、テレビ会議システム
を用いて、コンプライアンス委員会と CSR 推進事務局協同で、
コンプライアンスや CSR に関するセミナーを実施し、プラ
スグループが CSR に取組む意義や今後の取組み課題につい
て情報交換や共有をすることで、グループへの CSR の浸透
を図っています。

経営層
グループ経営者会議

コーポレート会議
取締役会

連携

プラスグループ
全従業員

プラスグループ
各社

知財

CS

情報開示 地域貢献

内部統制

品質
　PL

独禁法
　下請法

労務
　管理

IT 表示対策

防災
　反社

CSR ワーキンググループリスクマネジメント委員会

※CS︓カスタマーサポート協同

コンプライアンス委員会

リスクマネジメント推進委員会 CSR 推進事務局

プラスグループでは、CSR に関
する教育・研修を通じて、グルー
プ全体への CSR 浸透に努めてい
ます。グループで働く仲間の一
人ひとりが、ステークホルダー
の皆さまから求められている私
たちに対する期待や役割を理解
し、一人ひとりが CSR 活動の担
い手となって推進していくため
に、国際規格である ISO26000
などを活用した独自の教材を作
成し、年 1 回、e- ラーニング形
式による教育を実施しています。
毎年 4 月の新入社員研修では、
CSR の基本事項をはじめ、グルー
プが目指す CSR とは何か、グ
ループ CSR 活動の解説などを行
い、CSR への理解を深めるため
の講義を行っています。また、
イントラネットにおいてグルー
プ報『Creative Companies』内に「CSR ニュース」のページを設け、
グループ CSR 活動に関する情報発信を積極的に行っており、社内
浸透に向けた教育コンテンツとしての役割も果たしています｡

CSR社内研修・社員教育の実施
2015 年 4 月、新しいプラスグループ
共通理念「新しい価値で、新しい満足
を。」と共に明文化したビジョン・価
値観・行動指針をまとめた「PLUS の
ココロ」のグループ内浸透プロジェク
トとして、『PLUS のココロひろめ大
使プロジェクト』を発足しました。本
プロジェクトは、グループ内から選出
された社員 13 名で構成され、任期を 1 年間とし、2015 年 5 月よ
り第 1 期活動がスタートしました。主な活動内容は、各分科会

（Web、制作、制度、イベント）を通じて、ワークショップの開催
や成果物の制作・展開を行い、分科会の活動進捗報告ならびに今
後の活動に関する議論等を行うため、月一回の定例会議「アンバ
サダーミーティング」を開催しています。2016 年 4 月より新たに
13 名のメンバーが加わり、半年任期延長の 1 期生 13 名と併せて、
総勢 26 名で第 2 期活動に突入しました。

PLUSのココロひろめ大使プロジェクト

2016 年度新入社員研修「CSR 研修」の様子

グループ報『Creative Companies』内
「CSR ニュース」ページ

月一回の定例会議
「アンバサダーミーティング」の様子

グループ内浸透のため
多言語化された掲示用ポスター

（日本語／ベトナム語）
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プラス株式会社の取締役会は、取締役 8 名で構成され、経営
の重要事項の審議や、事業の概況報告等を行っています。ま
た、取締役会の委任を受けた事項、その他業務上の重要な事
項に関し協議する機関としてコーポレート会議を設置し、意
思決定の迅速化を図るとともに、適宜、経営課題について活

発な議論を行っています。また、監査役（2 名）は、取締役会、
適宜コーポレート会議に出席するほか、代表取締役・取締役
及び子会社社長と定例的に意見交換を行い、また会計監査人
及び監査部から監査に関する重要事項の報告を受け、定例的
に実地監査を行っています。

経営の健全性、透明性、コンプライアンスを重視した経営を行い、コーポレート・ガバナンスの強化に向け
て努めています。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制

選任・解任

連携

連携

内部監査

会計監査 教育・指導

監査

報告

報告

報告

選任・解任 選任・解任

株主総会

会計監査人 監査役

監査部

取締役会

コーポレート会議

代表取締役

製造
開発

営業 スタッフ

コンプライアンス委員会

リスクマネジメント委員会

コーポレート・ガバナンスの考え方

プラス株式会社では、経営の健全性、透明性、コンプライア
ンスを重視した経営を行い、経営環境の変化に柔軟に対応で
きる経営体制の確立を重視するとともに、コーポレート・ガ
バナンスの強化に向けて努めています。

内部統制システム

プラス株式会社は、取締役会及び監査役のほか、監査部（3 名）
を設置し、監査役と監査部との連携において事業経営監査や
内部監査を幅広く実施するとともに、内部統制の実効性が確
保できる体制の強化に努めています。
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コンプライアンス・リスクマネジメント

事業を取り巻くさまざまなコンプライアンスとリスク上の問題に対し、的確な管理と危機発生時の適切な対
応等に取組んでいます。

プラスグループ コンプライアンスポリシー

プラスグループでは、コンプライアンスを徹底するための手
引書として、2006 年 6 月、グループで働くすべての人びとが、
法律・諸規則等の遵守と高い倫理観をもって行動するための
基本的事項を具体化した「プラスグループ コンプライアンス
ポリシー」を制定しました。

コンプライアンスの定義
プラスグループにおける「コンプライアンス」とは、法律・
諸規則を遵守し、社会常識や消費者感覚に反することのない、
誠実かつ公正な企業活動を実践することを言います。

遵守すべき基本的事項
プラスグループで働くすべての人びとが、倫理的に正しく行
動するための遵守基準となるべき事項です。記載してある項
目のみを遵守すれば良いということではなく、本ポリシーの

趣旨に沿って、ここに掲げる項目以外のケースにも対応でき
るよう、グループ内へ周知徹底を図っています。

1．社会的責任
・良き企業市民として社会貢献に努めます。
・環境への取組を自主的、積極的に行います。
・積極的な社会との対話と公正な情報開示で、会社の信頼

性・透明性を高めます。
2．人権の尊重

・人格・個性を大切にする、人権尊重の精神に溢れた企業
風土を築きます。

3．地球環境
・地球環境の保持、改善を目指し、持続可能な社会の実現

を目指します。
4．法律やルールの遵守

・法律や規則を遵守するだけでなく、社会常識や消費者感
覚に反する行動はとりません。

・不透明な商慣習や虚礼等を止め、公正・透明・自由な競
争を行います。

・国際ルールや世界各国の法律を遵守すると共に、現地の
習慣・文化を尊重し、発展に貢献します。

・労働法を遵守し、労働疾病の状況を把握し、適切な安全・
衛生対策を講じます。

5．独占禁止法・下請法の遵守
・営業活動および購入先との取引において、独占禁止法を遵

守し、公平かつ公正な取引を行います。
6．PL法・知的財産権

・業務遂行上、特に関わりの深い「製品の安全性」、及び
「知的財産権」については、コンプライアンスの重要性を
認識します。

7．適正な情報管理
・個人情報や顧客情報等の適正な管理に努めます。
8．反社会的勢力との対決

・市民社会に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対
決します。

9．政治・行政
・政治・行政及び地域社会との健全かつ正常な関係を保ちます。
10．社会貢献

・地域社会の一員として積極的に社会貢献活動を行います。
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コンプライアンス委員会／リスクマネジメント委員会

プラスグループでは、法律・諸規則等の遵守と高い
倫理観をもって行動するための基本的事項として

「コンプライアンスポリシー」を定め、社内イント
ラネットに掲載し、プラス株式会社取締役会、代表
取締役社長、コンプライアンス委員会、リスクマネ
ジメント委員会、監査部等の各組織協同で、コンプ
ライアンスに取組んでいます。
また、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して、
的確な管理・実践を可能にすることを目的とした「リ
スクマネジメント基本規程」を定め、代表取締役直
轄の 7 分科会からなるリスクマネジメント推進委員
会ならびに危機管理室を設置し、(1) 法令違反リス

ク (2) 製品・サービスリスク (3) 与信リスク (4) 情
報リスク (5) 雇用・人事リスク (6) 社内不正・犯罪
リスク (7) 災害・事故リスク (8) 環境リスク (9) そ
の他を対象リスクとして捉えています。
コンプライアンス委員会およびリスクマネジメント
委員会では、日常的な事業活動におけるコンプライ
アンス意識の向上・法令遵守を維持するための研修
や、年一回、リスク予防・対応・再発防止等を目的
とした全従業員対象の e- ラーニングによる教育を
実施しています。

コンプライアンス体制

リスクマネジメント体制

リスクマネジメント
推進責任者グループ子会社

コンプライアンス委員会

リスクマネジメント推進委員会

グループ
経営者会議監査役

監査部

コーポレート会議

取締役会

代表取締役社長

コーポレート本部
法務・知財室

コーポレート本部
危機管理室

連携監査

連携

連携

連携

連携
報告

連携
内部監査・改善指示

連携

報告

プラス株式会社内
カンパニー

コーポレート
本部

事業部

取締役会・コーポレート会議

代表取締役社長

危機管理室

コーポレート本部
リスクマネジメント委員会

事務局

防災・反社分科会

労務管理分科会

債権管理分科会

独禁法・下請法分科会

品質・PL分科会

IT分科会

表示対策分科会

リスクマネジメント
推進担当者

リスクマネジメント
推進責任者

プラス株式会社
グループ子会社

緊急対策委員会


