
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

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
知的財産基本⽅針
ハラスメントの防⽌
⼈権・⼈財に関する考え⽅
ワーク・ライフ・バランス
⼈財交流制度・⼈財育成
安全と健康
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
環境パフォーマンスデータ
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
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
衛⽣関連製品
社会貢献活動
地域清掃活動の実施
企業訪問学習・⼯場⾒学・職場体験学習受け⼊れ
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 取り組み項目

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。

11



CSR推進体制
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プラスグループ CSR 推進体制

プラスグループの CSR 活動は、グループ経営者会議、取締
役会、コーポレート会議のもと、プラス株式会社コーポレー
ト本部 CSR 室とリスクマネジメント推進委員会が連携し、
課題に取り組んでいます。
海外拠点においては、コンプライアンス委員会や CSR 室より、
現地社員に対し、WEB 会議システムを⽤いて、コンプライ
アンスや CSR、SDGs に関するセミナーを実施し、グループ
CSR の考え⽅や⽅向性、今後の取り組み課題について、情報
交換や共有をすることで、グループへの浸透を図っています。

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様からの私たちに対する期待や
求められている役割を理解し、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。
年 1 回、e- ラーニング形式による教育を実施しています。
グループ海外拠点には、このコンテンツを現地の⾔語に翻訳した
ものを使⽤し、WEB 会議システムを⽤いて CSR セミナーを実施
しています。さらに新⼊社員、中途⼊社社員を対象とした e- ラー
ニングを実施し、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、新しく⼊社
した社員に対しても当社の CSR 浸透を進めています。

また、W e b 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います。
これは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
プラスグループ企業理念「新しい価値
で、新しい満⾜を。」と共にビジョン・
価値観・⾏動指針をまとめた「PLUS
のココロ」をグループ内に浸透させる
ため、「PLUS のココロひろめ⼤使プ
ロジェクト」を発⾜、2015 年 5⽉よ
り活動を開始しました。
本プロジェクトは、グループ各社から
任命された社員で構成されています。現在は２チーム（WEB・制作、
イベント・企画）に分かれ、ワークショップの開催や「PLUS のコ
コロ」に関するポスターの制作・掲⽰など、企業理念の浸透活動
を⾏っています。また、チームの活動進捗報告や今後の活動に関
する議論等を⾏うための定例会議 「アンバサダーミーティング」を
⽉⼀回開催。この会議の議事録や、チームの活動内容はイントラ
ネットに設置した Web サイト「PLUS のココロひろめ⼤使館」で
グループ内に公開しています。

PLUSのココロひろめ大使プロジェクト

Web 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）



プラス株式会社の取締役会は、取締役 10 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。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・
⼦会社社⻑と定例的に意⾒交換を⾏います。また、会計監査
⼈およ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（2 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
応等に取り組んでいます。

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・諸規則等の順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・
諸規則を順守し、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。

順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
動するための順守基準となるべき事項です。記載してある項
⽬のみを順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
・良き企業市⺠として社会貢献に努めます。
・環境への取り組みを⾃主的、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．法律やルールの順守
・法律や規則を順守するだけでなく、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順守すると共に、現地の

習慣・⽂化を尊重し、発展に貢献します。
・労働法を順守し、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・下請法の順守
・営業活動および購⼊先との取引において、独占禁⽌法を順

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
・市⺠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。



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・諸規則等の順守と⾼い倫理観を

もって⾏動するための基本的事項として「プラスグループ コ

ンプライアンスポリシー」を定め、プラス株式会社取締役会、

代表取締役社⻑、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

取り組んでいます。

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・

法令順守を維持するための研修や、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

代表取締役社⻑

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

代表取締役社⻑

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
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プラス株式会社では、職場におけるセクシャルハラスメントおよ
びパワーハラスメントの防⽌を図り、個⼈として尊重され、相互
に対等な関係で快適に働くことができる職場環境の実現を⽬的と
した「ハラスメント等防⽌規定」を定めています。
社員⼀⼈ひとりに本規程の周知徹底を図るとともに、管理職を対
象とした社内研修にて過去にグループ内において発⽣してしまっ

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの防止
た事例や外部講師によるセクハラ・パワハラ対策の講習を⾏い、再
発防⽌に努めています。
また、セクハラ・パワハラや違法⾏為など個⼈や会社の不正をでき
るだけ早く発⾒・是正し、より良い会社にしていくために「外部通報」

（当社顧問弁護⼠へ通報）と「内部通報」（コンプライアンス委員会
事務局⻑へ通報）の 2 つの通報窓⼝を設けています。



16

知的財産基本⽅針
プラスグループは、知的財産権は重要な会社財産であることを認識し、その権利の保全に努めるとともに、他者の知的財産権
を尊重し、侵害しないように努めていくため、基本となる考えである「プラスグループ知的財産基本⽅針」を制定しました。

プラスグループは、「新しい価値で、新しい満⾜を。」との理念のもと、ユニークネスを追求し、新たな商品・サービスの提供
を通じて、社会の発展に寄与します。そして、新たな商品・サービスの提供と特許・意匠・商標などの知的財産とは切っても
切り離せない関係にあることを理解し、知的財産権を管理・活⽤するとともに、ユニークであろうとするプラスの責任として、
国際社会における他者のユニークネス、知的財産は最⼤限尊重します。

プラスグループ知的財産基本⽅針

１．知的財産権の管理・活用
⾃社の知的財産権は、適切な取得・管理を⾏い、商品の販売、
事業の展開において積極的に活⽤します。
また、模倣品等の、⾃社の知的財産権を侵害する他者に対し
ては毅然とした態度で臨みます。

２．知的財産の尊重
新商品の開発、新サービスの展開等の際には、必要な調査を
⾏い、他者の知的財産権は侵害しません。

３．教育
知的財産に対する理解向上のため、社員に対する継続的な教
育活動を⾏います。

４．推進体制
プラス全体の知的財産権の適切な取得・管理・活⽤のため、
知的財産部⾨と関係部⾨が連携して対応を⾏います。

個⼈情報保護⽅針
プラスグループでは、個⼈情報の保護は顧客満⾜最⼤化の⼤前提であると考えており、個⼈情報の重要性を認識するとともに、
グループ各社において適切な取り扱いを⾏うことを⽬的とした「個⼈情報保護⽅針」を定め、役員をはじめ、グループ社員な
らびに関係スタッフに周知徹底を図り、確実な履⾏に努めています。

プラス株式会社 個⼈情報保護⽅針
１．個人情報の取得･利用･提供
当社は、個⼈情報を保護･管理する体制を確⽴し、適切な個
⼈情報の収集、利⽤および提供に関する社内規則を定め、こ
れを遵守します。個⼈情報の取得・利⽤・提供にあたっては、
利⽤⽬的を特定することとし、⽬的外利⽤を⾏いません。ま
た⽬的外利⽤を⾏わないために、適切な管理措置を講ずると
ともに従業員等への教育を徹底します。

２．個人情報の安全対策
個⼈情報への不正アクセス、個⼈情報の紛失、破壊、改ざん
および漏洩などに対する情報セキュリティマネジメントシス
テム（ISMS）を構築することにより、個⼈情報の安全性･正
確性の確保を図り、万⼀の問題発⽣時には速やかな是正対策
を実施します。

３．個人情報保護に関する法令・規範の遵守
個⼈情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規
範を遵守します。

４．個人情報保護マネジメントシステムの継続的改善
個⼈情報保護を適切に維持するため、個⼈情報保護マネジメ
ントシステムを策定･運⽤し、運⽤状況について定期的に監
査し、これを継続的に改善します。

5．個人情報に関するお問い合わせ窓口の設置

情報セキュリティポリシー
2019 年 1 ⽉ 1 ⽇に情報セキュリティに関するプラスグループのポリシーを制定しました。
本ポリシーには、情報資産の適切な保護に努めることによる安全な情報セキュリティ管理体制の構築や責任者の配置、事業情
報資産に関連する法令等の遵守、不正アクセス・漏洩等の事故防⽌の適切な対策、適切な管理を実⾏するための教育・訓練など、
9 つの項⽬について原則を定め、情報セキュリティに対する取り組みの指針としています。
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