
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＢグループ 

ＣＳＲレポート２０１３ 

ＪＢＣＣホールディングス株式会社 



トップメッセージ 
 

 

ＪＢグループは、ベスト・サービスカンパニーとして 

よき企業市民を目指し、社会および環境との調和を図ります 

－３－ 

ＪＢグループは、経営のビジョンとして「社会、お客様、株主、社員と感動を共有し、信頼

されるグローバルなベスト・サービス・カンパニーを目指す」ことを掲げるとともに、「よき市

民を目指し、社会及び環境との調和を図る」ことをＣＳＲの基本理念としています。 

それらを支える行動規範として、自らベストを考え、自ら行動をおこす「自らマインド」を

ベースとし、「ＪＢグループ行動基準」を制定しております。 

これらの基本方針の実行を通じて、グループ会社が連携し社員が一丸となって、お客様

満足度の向上と企業価値の最大化、社会への貢献を目指しています。 

 

ＣＳＲは、「事業活動を通じた活動」「企業市民としての活動」「マネジメント」の３つの分

野で活動しており、2012年度には、グリーンＩＴをはじめ環境・太陽光エネルギー、医療・

ものづくりなど、さまざまな分野の事業活動に取り組んでまいりました。 

 

2014年4月にＪＢグループは創立50周年を迎えます。 

これまでもこれからも、よき企業市民として、社会への貢献、環境保全活動を積極的 

に推進し、社員が一丸となってお客様満足度の向上と企業価値の最大化を目指して 

まいります。 

 

今後ともより一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

  

ＪＢグループ 

ＪＢＣＣホールディングス株式会社 

 代表取締役社長 

 



基本理念 
 

 

実施方針 

社会、お客様、株主、社員と感動を共有し、信頼される 

グローバルなベスト・サービスカンパニーを目指します。 

ＪＢグループはベスト・サービスカンパニーとして 

よき企業市民を目指し、社会および環境との調和を図ります。 

（1） 法令・規制を遵守し、お客様との約束を守り、高水準の倫理を保つ。 

（2） 常に最新のＩＴに挑戦し、自らマインドによる開発、自社活用、お客様への提案・ 

    提供により、日本のＩＴ活用の促進に貢献する。 

（3） グローバルな視野を持つよき企業市民として、社会への貢献、環境保全活動を 

    積極的に行う。 

ＪＢグループ 

Ｖｉｓｉｏｎ 

ＣＳＲ 

基本理念 

－４－ 

環境方針 
ＪＢグループは、お客様の情報システム・ネットワークに関するコンサルティングから、構築・運用・保守・アウト
ソーシングまでトータルなサポート＆サービスを提供する企業として「ベスト・サービスカンパニー」をめざしてお
り、地球環境の保全と改善および汚染の予防に向けた取り組みを継続的に推進します。  

 

１．お客様の環境負荷低減に向けて、以下の活動を積極的に推進します。 

 ●環境に配慮した商品・サービスの提供 

 ●カーボン・オフセット 

２．ＪＢグループ内の事業活動により排出する温室効果ガスを削減するために、以下の活動を推進します。 

 ●業務の効率向上を図る活動の推進 

 ●事務消耗品のグリーン購入推進と購入量抑制 

 ●廃棄物の分別推進による資源化促進と廃棄量削減 

 ●電気使用量の削減 

 ●その他エネルギーの使用量削減 

 ●チャレンジ２５の宣言と活動 

３．砂漠緑化活動により地球環境の再生に積極的かつ継続的に取り組みます。 

４．環境関連法令並びに自治体、関係団体、お客様、その他の諸要求事項を順守し、環境マネジメントシス 

 テムを維持し、定期的見直しと継続的改善に努めます。 

５．この環境方針は、組織構成員全員に周知徹底するとともに、社員がいつでも閲覧できるようにします。   

 さらに、外部に対しては、ホームページ等に掲載することにより公開します。 



活動にあたって 
 

 

推進体制 

取締役会 

 

社長 

  

経営会議 

グループ経営会議 

ＣＳＲ委員会 

ＪＢグループでは、「事業を通じた活動」、「企業市民としての活動」、「マネジメント」の主に３つ分野 

で活動しています。ＣＳＲ委員会では、グループ全体でのＣＳＲの推進計画を審議するとともに、その 

進捗を管理しています。 

－５－ 

３つの活動分野 

＊ＣＳＲ委員会では、推進担当者が定期的に委員会を実施し、グループ全体で活動・進捗を管理しています。 

ＣＳＲ活動を通じて、社会性を競
争力の源泉とし、社会性を高め
ることで、より競争力を高めるよ
うなビジネスモデルの領域 

事業活動を通じた活動 

企業市民としての活動 

企業が純粋に社会のために貢
献活動を展開する領域と企業
に対し何らかの効果や価値リ
ターンを意図する領域 

社会における企業の存続基盤
を築く要素であり、ＣＳＲ活動
のなかでも最も重要かつ不可
欠な領域 

マネジメント 

ＪＢグループ各社 



お客さまとともに 
 

 

グリーンＩＴ 

小島プレス工業株式会社さま 事例 
グリーンＩＴから、究極のスマートグリッドを目指して  

小島プレス工業さまは、本社がある愛知県で2005年に開催された『愛・

地球博』をきっかけに、このときのテーマ“自然の叡智 Nature‘s Wisdom” 

“循環型社会”を実現するため、グリーンＩＴの取り組みを始められました。 

本物のグリーンITとして、同社がたどり着いた答えが、自社にプライベート

クラウドを持たず、外部のプロバイダを利用したパブリッククラウドです。

現在、同社ではＪＢＣＣが提供するクラウドサービスを利用されています。

データセンターをなくすことで余った、太陽光発電システムから得られる

電力は、プラグインハイブリッド車の充電スタンドに利用するなど、環境に

配慮したビジネスを推進されています。 

【企業DATA】 
小島プレス工業株式会社 
設立：1938年5月 
資本金：4億5000万円 
本社：愛知県豊田市下市場町3-30 
http://www.kojima-tns.co.jp/ 

●グリーンＩＴ（省電力、省スペース）の実践 
ＪＢグループは、2004年よりIT環境の最適化を目指し、全国に350台
あったサーバーを段階的に集約していき、2009年には仮想化技術の
活用により10台に統合し、IT運用コスト、CO2排出量を削減しました。
これらの実践をモデルケースとして、お客さまにより良いソリューション
をご提案しています。 

記事の詳細は、Ｌｉｎｋホームページに掲載しています。 
http://www.jbgroup.jp/link/ 
Ｌｉｎｋ電子書籍版でもご覧いただけます。 
http://www.jbgroup.jp/link/digital/vol211/ 
 
*当事例は、２０１２年８月発行のＪＢグループ情報誌Ｌｉｎｋに掲載しました。 

また、自社だけでなく、国際的なスマートグリッドにも取り組む小島プレス工業さまは、ＪＢサービス

が提供する環境情報収集サービスで、電力量・湿温度を目に見える形で、リアルタイムに把握す

ることのできる 「JB-ECOセンシング」を導入されています。 

兼子 邦彦氏 
総務統括部参事 

－６－ 

ー事業活動を通じた活動 



 

 

環境・エネルギー 

●太陽光発電システムをワンストップで提供  
ＪＢＳは、太陽光パネルの販売、設計・施工や、24時間365日での発電
の監視、点検業務を通じてお客さま企業の太陽光発電システムの運用
を支援しています。クリーンエネルギーの活用によりお客さま企業の電
力利用の最適化を図り、企業におけるスマートグリッドの具現化を推進
しています。2012年12月には、神奈川県川崎市にあるＪＢグループ元
住吉の社宅屋上に太陽光パネルを設置し、2013年2月からは、売電
事業もスタートしています。ＪＢＳ新宿事業所に、発電量モニター（デジタ
ルサイネージ）を設置し、ＳＭＡＣから遠隔監視した元住吉社宅の太陽
光発電状況を表示させています。 

ＪＢグループ社宅屋上 
・太陽光パネル枚数：42枚 
・発電容量：10kW 
・売電予想価格：年間42万円 

 

 

 

エコテクノ２０１２出展 
2012年10月11日から３日間、西日本最大級の環境見
本市「エコテクノ2012」が開催され、ＳＯＬＮＥＴとＪＢＳが
共同でブースを出展し、環境関連ソリューションをお客様
にご紹介しました。また、ＩＴによる環境負荷低減の取り組
みについてもセミナーで具体的にご紹介しました。 
 
【主催】北九州市、(公財)西日本産業貿易コンベンション協会   
【出展社数】264社325ブース 
【来場者数】27,588名  ＬＥＤ照明ソリューションのご紹介 

●省エネを支援する「LEDライティングソリューション」の提供 
ＪＢＳは、LANケーブルで電力を送信してLED照明の点灯をコントロール
するライティングソリューションの提供を通じ、省エネルギーへの取り組み
を実践しています。（消費電力の最大80％削減） 

●環境ソリューション｢静脈産業向けトータルシステム｣を提供 
ＳＯＬＮＥＴは、産業廃棄物処理業（静脈産業）の中間処分から最終処分
までを幅広くカバーした、環境ソリューションの提供により、日本の資源循
環型社会づくりを支援しています。 

 
 

 

 

 

●環境情報収集サービス「ＪＢ－ECOセンシング」の実践 
ＪＢＳは、ネットワークを利用してお客さまの環境情報（温湿度、電力量、
CO2排出量）を測定・収集し、省エネルギー対策の具体化を図っています。
蒲田事業所及び日本橋事業所において、ＪＢＳ豊洲事業所の環境情報が
モニターできます。 

発電量モニター画面 

（デジタルサイネージ） 

－７－ 

お客さまとともに ー事業活動を通じた活動 



 

 

環境・エネルギー 

●資源リサイクルにより循環型社会の構築を支援 

低炭素化社会の実現に向けて 
九州・中国地区において情報ソリューションを提供するＳＯＬＮＥＴは、2013年１月に国土交通
省と環境省が連携して推進する、“港湾の低炭素化を推進し、非常時にも電力供給を可能に
するシステムの実証”に関する事業に応募し、その事業が採択されました。採択された事業の
概要は下記の通りです。 

●カーボンオフセットの取り組み 
iＧＵＡＺＵは、取り扱うレーザープリンター用トナーを『イグアスGreenモデ
ル』として、対象商品のＣＯ２排出をカーボンオフセットして販売していま
す。自らのＣＯ２の排出を減らすだけではなく、半歩進んで 『自らのＣＯ
２排出をゼロにする（カーボンオフセット）』、さらに一歩進んで 『自ら排
出した以上のＣＯ２削減を実施する（カーボンマイナス）』ことが求められ
ていますが、未だに世界の温室効果ガスの排出量は増え続けています。 
iＧＵＡＺＵは、このカーボンオフセットの取り組みを通じて、地球温暖化
防止にこれからも貢献していきます。 

 
 

 

 

 

ＪＢＳは、2012年10月より、廃棄物
の減量化、資源リサイクルを推進す
る「情報機器関連リサイクルサービ
ス」を開始しました。 

お客様から使用済みの情報関連機
器（パソコン・モニター等）をお預かり
し、これまで廃棄物として処理されて
いたものを、レアメタル（希少金属）
を含んだ再資源品と廃棄物に分類。
再資源品はお客様の資産として売
却し利益としてお客様に還元できる
うえ、廃棄物の量を減らし、処分費
用の負担を軽減します。 

 

 

 

 

 

【事業の概要】 
北九州港において、新たに導入する太陽光発電設備や蓄電池、及び隣接する
風力発電設備を用いて低炭素化を推進するとともに、非常時には大型荷役機
械、ふ頭照明施設等への電力供給を行うシステムについて、実証を行う。 
（環境省ホームページより） 

－８－ 

＊イグアスGreenモデルをご購入いただいたことでオフセットされたCO2量＝657ｔ(2012年度実績） 

お客さまとともに ー事業活動を通じた活動 



 

 

医療分野 

●医療分野への取り組み 
ＪＢグループでは、病院様のベストパートナーとして、電子カルテ／医事会計を中心とする病院情報システ
ムの提供から、サーバーやセキュリティ機器などのインフラ構築、運用保守まで、幅広く安心を提供してい
ます。これからも医療分野に注力し、地域医療連携と医療情報の開示性を目指して、質の高い医療サー
ビスを安心して受けられる社会の実現を目指します。 

●ものづくりの体験の場を提供 
iＧＵＡＺＵは、2012年10月、クリエイティブ分野の情報発信地である
“渋谷”に３Ｄプリンターのショールーム「ＣＵＢＥ」をオープンし、クリエイ
ターや一般消費者に向けた新たなビジネスを展開しています。 

iＧＵＡＺＵでは、朝日小学生新聞に協力し、小学生に「ものづくり」の楽
しさを知ってもらう機会を提供しました。ＣＵＢＥに２名の小学生が訪れ、 
３Ｄプリンターで小さなランプシェードづくりを体験。参加した子どもたち
は、初めてみる３Ｄプリンターでの造形を興味深く観察しました。この機
会を通じて、ものづくりの楽しさを実感していただきました。 

（2012年12月22日の朝日小学生新聞に掲載されました） 
３Ｄプリンターショールーム「ＣＵＢＥ」 

－９－ 

お客さまとともに ー事業活動を通じた活動 

ものづくり 



株主・投資家の皆さまとともに 
 

 

タイムリーで的確な情報開示 

●情報開示の基本方針 
当社は証券取引法および東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則」（以下、「適時開示規則」という）に則り、情報開示を行っています。 

また、当社では上記法令・規則に該当しない情報についても、投資家の皆さまのご判断に役立つ情報に
ついては、可能な限り公平かつタイムリーに開示していこうと考えています。 

●情報開示の方法 
証券取引法に則り、「有価証券報告書」、「半期報告書」、「臨時報告書」等を関東財務局長宛てに提出
するとともに、当社の上場している東京証券取引所にも提出し、投資家の皆さまによる閲覧に供します。 

また、適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則にしたがい、東京証券取引所に事前説明を行っ
た後、同取引所所管のTD net（適時開示情報伝達システム）を通じて報道機関他に公開しています。  

情報発信 

株主・投資家の皆さまから信頼される企業であるために、タイムリーで的確な情報開示と利益還元に 

努めています。 

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけています。 
剰余金の配当については、経営体質の強化と将来の事業展開を考慮しつつ、株主の皆さまへの安定
的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としています。 
中期的な目標としては、配当性向にも十分配慮するとともに、利益水準を向上させていくことにより、
純資産配当率（DOE）が５％に達することを目標としています。 
また、自己株式の取得についても、株主の皆さまへの有効な利益還元のひとつと考え、株価の動向や
財務状況等を考慮しつつ実施しています。 

ＩＲメール配信をはじめ、定時株主総会や決算説明会などの模様は、Ｗｅｂサイトでの動画配信を行い、
タイムリーで的確な情報開示を心がけています。 

また、ＪＢグループの理解を深めていただくための「株主さまアンケート」を年に一度実施し、皆さまから
の貴重なご意見を踏まえたＩＲ活動に取り組んでいます。 

東証ＩＲフェスタ2013 出展 
2013年2月15日（金）～16日（土） 
 
個人投資家のみなさまとフェイス・トゥ・フェイスで情報交流
を行うことを目的に、東京証券取引所主催の「東証ＩＲフェ
スタ2013」に出展いたしました。 
 
【主催】東京証券取引所 【協賛】大阪証券取引所 
【来場者数】2日間で16,687名  出展ブースの様子 

株主の皆さまへの利益還元 

－10－ 



企業市民としての活動 
 

 

2012年度のＣＳＲ委員会では、企業市民としての活動にあたり、環境・ボランティア・広報活動を中心に 
計画・実施してまいりました。 

チャレンジ２５ （※１） グループ２,２５０名が参加し、各自の目標実績をＷｅｂ上で登録・管理 

ＩＳＯ１４００１ ＡＡＣ新規認証取得含め各社活動継続による認証維持、ｅｰラーニングを用いた全社員教育実施 

・紙（コピー用紙）*1 845万枚（前年比＋7万枚）、・電気（使用量）3,991ｋｗｈ （前年比－361 ｋｗｈ）、 

・一般ゴミ（廃棄量）*2 19,189ｋｇ（前年比ー627ｋｇ）  

・一般ゴミ（分別状況） 分別の徹底１００％ 

*1 オフィス活動におけるコピー用紙については、削減できましたが、ビジネスにおける使用量が多くなりました。 

*2 横浜事業所と新大阪事業所、ＳＯＬＮＥＴ（産廃含む）、ＲｅｅｄＲｅｘ（産廃含む）廃棄量です。 

緑化活動 ホルチン砂漠緑化活動（３３名） スタッフクラブ植林 ①札幌（２１名） ②沖縄（１９名）   

節電活動 節電対策（ライトダウン、昼休み消灯、空調温度、通年カジュアル）の継続実施 

グリーン購入 グリーン購買率７０％目標→７６％達成 

●環境活動 

東日本被災地支援 余剰什器の寄付（岩手県・遠野）  

福島応援隊の支援（桃・りんご等の購入協力） 

ボランティア活動支援 グループでのボランティア休暇制度（8/1)のスタート 

ボランティア活動支援金制度(10/1付）推進 

Ｊ－Ｔｏｗｎ（※２）  『ボランティア情報交換広場』立ち上げによる情報発信 

地域貢献 地域清掃活動  山下公園６６名、玄界灘１３２名（含家族）、淀屋橋３４名 

           浜町公園（４回）１５０名、新子安（４回）２００名   等 

子供新聞の提供（蒲田中学校、蒲田小学校） 

点字名刺の作成（グループ８社 ４，４００枚作成） 

献血活動 延べ126名参加（蒲田・横浜・北九州事業所 各２回実施） 

エコキャップ活動 回収活動の継続  ２４０，８００個 （CO2削減 １,８９７ｋｇ、 ワクチン３０１名分）     

募金活動 ユニセフ外貨募金、ＪＢグループ希望の森募金 の実施 

●ボランティア活動 

Ｌｉｎｋ、株主通信 情報誌Ｌｉｎｋ、株主通信にてＣＳＲ活動の一部をご紹介          

ホームページ 社会・環境活動（ＣＳＲ）ホームページの適宜更新 

Ｊ－Ｔｏｗｎ （※２） コミュニティの立ち上げ（ボランティア情報交換広場、ホルチン砂漠を緑に！）＆活性化 

Ｊ－ＳＯＵＮＤ（※３） Web『私の社会貢献』として社員の自発的活動１３記事を掲載 （上期７、下期６） 

冊子裏表紙：発行の都度（年間３回）、活動紹介 

●広報活動 

（※1） CO2削減に向けた具体的な行動を提案し、その実現を広く国民によびかける国民運動です。 

     JBグループはその主旨に賛同し、２０１０年よりＣＳＲ活動の一環として全社員で活動を行っています。 

（※２） ＪＢＣＣホールディングス（株）が運営する社内ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）で、ＪＢグループ 

     のコミュニティサイトとしてメンバー同士で積極的に意見交換するツールとして活用しています。 

（※３） ＪＢグループの社内報として、年４回の冊子発行に加えて、Ｗｅｂ版社内報を随時更新しています。 
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活動内容 実績 

２０１２年度 活動内容と実績 

活動テーマ：ＣＳＲ活動をＪＢグループに根付かせる。～社会貢献への意識向上と実行力の強化～ 



 

 

ＪＢグループでは、自然環境保全のため、地域・社会とともに社会貢献活動に積極的に取り組んでいます。 

点字名刺作成の発注を通じて、障がい者の方への雇用の拡大につなげ
る取り組みを推進しています。これまで4,400枚の名刺を作成しました。 
 
【しごとプロジェクト ホームページ】 
http://www.shigotoproject.rexw.jp/ 
【東京都大田福祉工場】 
http://www.tocolo.or.jp/oota/ 作成いただいた点字名刺 

蒲田・横浜・北九州事業所にて各２回実施 

献血活動に延べ126名が参加 

事業所の周辺地域と連携したクリーンアップ活動や日本赤十字社と連携した献血活動を通じて、 

コミュニケーションの輪も広がっています。 

事業所周辺（東京都中央区、横浜、大阪など）の 

清掃活動に延べ400名が参加 

北九州市「わっしょい百万夏まつり・百万踊り2012」 

60名が参加 ８月５日（ＳＯＬＮＥＴ） 

地域貢献の一環として、様々なイベントを通じ、グループ社員およびその家族が積極的に参加しています。 

横浜市 「横濱ドラゴンボートレース2012」 

66名が参加 ６月２日（ＪＢグループ６社） 
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豊田市 「ナイトリレーマラソン」 

10名が参加 ７月７日（名古屋事業所） 

＊イベントを通じて、２２２，５３０円寄付 

被災地支援 
東日本大震災に対する復興支援のため、次のようなことに取り組みました。 

・ 余剰什器の寄付 

 岩手県遠野市かながわ東日本大震災ボランティア 

 ステーション遠野センター 『かながわ金太郎ハウス』  

 

・ 福島県特産物の購入支援 

 福島応援隊｢果物ギフト｣購入（桃、りんご、柿など）  
折り畳みテーブル、会議用机、椅子等計61点を寄付   

                            

地域・社会とともに ー企業市民としての活動 

地域清掃・献血活動 

地域交流 

障がいのある方への支援 



 

 

ホルチン砂漠緑化活動 

ＪＢグループでは、社員とともに環境保全のための活動に積極的に取り組んでいます。 

余った外貨コインを世界の子どもたちのために役立てるユニセフの活動に賛同し、
『ユニセフ外国コイン募金』を実施しています。 
2012年度は、アジア、ヨーロッパをはじめ世界各国のコイン及び紙幣が集まり、総
額は日本円に換算して約36,550円相当となりました。  

 
【日本ユニセフ協会】 
http://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_coin.html 

中国モンゴル自治区に広がるホルチン砂漠（※１）は、人の手による
開墾や放牧によって砂漠化が進みました。その地に再び緑を！を
合言葉に植林とそれを維持管理する緑化活動がスタートしました。
植林した一帯を「ＪＢグループ希望の森」と名づけ、2012年現在で
は、26ha（東京ドーム5.6個分）に拡大しています。 
（※１）日本から1500kmの中国の内蒙古自治区に位置し、砂漠の面積はおよそ
42300㎢といわれています。砂漠の砂は偏西風に乗り、「黄砂」として日本にまで

運ばれてきます。 

33名が参加 

８月23日～29日（６泊７日） 

年２回、スタッフ社員を対象としたスタッフクラブにて継続した植樹活動を行っています。 

７月には札幌を訪れ、「かしわ」「しらかば」「えぞやまざくら」など苗木の植樹を行い、２月には沖縄にてマ
ングローブの植樹を行いました。 

21名が参加 

７月14日（札幌 えこりん村にて） 
19名が参加 ３年前に植樹したマングローブはここまで成長しました。 

２月16日（沖縄 ネイチャー未来館にて） 

日本ユニセフ協会からのお礼状 

2004年度から、社員からの募金とほぼ同額の会社からの拠出金をあわせて、中
国東北部にあるホルチン砂漠緑化（緑地再生）活動を推進するＮＰＯ法人、緑化
ネットワークに寄付しています。2012年度は、社員からの募金額が250,653円
となりました。  
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地域・社会とともに ー企業市民としての活動 

ユニセフ外貨募金 

植樹活動 

砂漠緑化募金 



 

 

チャレンジ２５ 

ＪＢグループでは、社員とともに環境保全のための活動に積極的に取り組んでいます。 

「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」の趣旨に賛同し、2009年度よりＪＢグループ内各事業所において
七夕ライトダウンに継続参加したことをきっかけに、毎月１回「ＪＢグループ ライトダウン」を実施しました。 

2011年7月からは節電への取り組みとして、毎日19時消灯を継続実施しています。 

働きやすい職場環境をめざして 
●女性活躍支援プログラム 
2012年度より、女性中堅社員を対象に外部で活躍されている方をお招きし、今後のキャリア形成の一助
とすることを目的とした研修を年３回実施しました。これまで、延べ111名の社員が参加し、さまざまな意
見交換を行いました。今後も、社員一人ひとりがイキイキと活躍できる会社を目指して継続していきます。 

●ワークライフバランスの推進 
2012年11月に、ＳＯＬＮＥＴの本社がある福岡県北九州市から「子育て支援
や男女がともに働きやすい職場環境づくりなど、ワークライフバランスの推進に
取り組んでいる企業」として表彰されました。 

【北九州市ワーク・ライフ・バランス推進協議会】 

http://wlb-kitakyushu.jp/commendation/97.htm 

●ボランティア休暇／支援金制度 
一部の会社で導入していたボランティア休暇制度を2012年８月から、グループ
全体に拡充、同時に社員が個人でボランティア活動を行うための支援金制度を
設けました。今後も、積極的なボランティア活動を行うための支援制度を継続し
ていきます。 

●ボランティア情報交換広場 
社内ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）のコミュニティサイト「Ｊ－Ｔｏｗｎ」
を利用し、何かボランティアがやりたい！こんなボランティアをやっている！など、
社員自らの活動の情報交換広場として活用しています。 社員がボランティアで 

車椅子ツインバスケットに参加 
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温室効果ガス排出量６％削減を目指す国民的
プロジェクト「チームマイナス６％」参加に引き続
き、「チャレンジ25」にＪＢグループ各社が登録し
ました。ＪＢグループ全社員は「チャレンジ25」の
活動の中から、『個人のテーマ』設定し、具体的
なアクションに取り組んでいます 。  

個人のテーマ：会社目標 個人のテーマ：自宅目標 

ライトダウン 

2007年度よりペットボトルのキャップを回収しています。リサイクルすることでCO2の排出を抑え、回収し
たキャップを資源として売却し、その代金でワクチンを購入して途上国へ贈るエコ・キャップ回収運動を推
進しています。 

・ 2012年度実績：240,800個（CO2削減 1,897ｋｇ、ワクチン301名分） 

エコキャップ回収運動 

社員とともに ー企業市民としての活動 



マネジメント 
 

 

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的な考え方 
ＪＢグループの経営方針は、（1）透明性の高いグループ経営、（2）企業価値の増大、（3）日本のIT活用促
進に貢献、の3つであり、ステークホルダー（お客様、株主、取引先、社員、社会）に対し、常に最高の価値
を提供し、企業価値を継続的に向上できるよう努めています。 

●コーポレート・ガバナンス体制 
ＪＢＣＣホールディングスの取締役会は業務執行の監督ならびに重要な意思決定を行い、監査役会は独立
した立場から経営の監視を行っています。さらにグループベースでの内部統制システムの構築を図っており、
業務活動の妥当性や適法性について検証するため代表取締役直属の内部監査担当を任命しています。 

体制図 
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内部統制 
コンプライアンス経営を徹底し、役員および社員の意識づけを図るために「ＪＢグループ行動基準」を制
定し、この実践を通じて高い倫理観を共有し、今後とも広く社会から信頼される企業体となるよう努め
ています。 



マネジメント 
 

 

リスク管理体制 
事業の継続・発展を実現するための投資・戦略的提携などに関する事項については、コーポレートスタッフ
（当社においてＪＢグループ全体にわたるスタッフ業務を司る部門）の各責任者が、所管部門に関する必要
なリスク評価を行ったうえで提示する資料に基づき、取締役会もしくは経営戦略会議において最終的に評
価・決裁します。 

日常業務における債権管理等については、「債権保全管理規程」および各種の取引先選定に係る基準な
ど、業務遂行上のリスクを管理する規程に従い処理されます。 

有事の対応については、職務分掌に基づく役割分担に応じコーポレートスタッフの各責任者が連携してこ
れにあたり、代表取締役がこれを統括します。経営戦略会議およびリスクマネジメント委員会は、平時にお
いて有事対応体制の整備を行います。 

・コーポレート・ガバナンス報告書（2012年11月26日更新）は、下記ＵＲＬよりご確認いただけます。 

http://www.jbcchd.co.jp/ir/pdf/jbcchd_cg.pdf 

情報セキュリティの取り組み 
ＪＢグループのすべての役員および従業員は、
情報セキュリティに対する意識を持ち、その重
要性を認識するため、計画的に適切な管理体
制のもと、Ｗｅｂを用いたｅ－ラーニング教育
などを定期的に実施しています。 

また、2012年度ＪＢグループ中核事業会社の
ＪＢＣＣでは、Ｐマークを取得し、セキュリティ体
制の強化を図っています。 

●安否確認システム 

ＪＢグループでは、万一の災害に備え、安否確認の対象
となる災害が発生した場合を想定し、すべての役員お
よび従業員が、年２回安否確認テストを実施しています。 

2012年度は以下日程にて、訓練を行いました。 
・大地震を想定した訓練配信：２０１２年７月２５日（水）～２６日（木） 

・大地震を想定した訓練配信：２０１３年１月２３日（水）～２４日（木） 

●コンプライアンス教育の実施 

ＪＢグループでは、年１回すべての役員および従業員
が、コンプライアンス・情報セキュリティの教育受講後
に徹底のための確認テストを実施しています。 

２０１２年度は９月に以下の確認テストを行いました。 
・行動基準、内部統制、ソーシャルメディアガイドライン確認テスト 

・セキュリティ教育確認テスト 
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環境への影響を持続的に改善するため、環境マネジメントシステムに関する国際規格
ＩＳＯ14001の認証取得を推進しています。（2013年3月にＡＡＣが新規認定取得し
ました。2012年度 認定取得事業会社は10社）  

２０１３年２月の外部審査においては、【環境方針】に掲げている『お客様の環境負荷
低減に向けた活動』を高く評価いただきました。また、紙・ごみ・電気使用量の共通
テーマについても削減に向けた活動を実施してきました。 

オフィス活動でのコピー用紙削減において、フリーアドレス化、ワークフローの普及、Ｍ
ＦＰ（多機能周辺装置）の活用等が大きく貢献していることを評価いただきました。 

（2012年度実績：Ｐ11記載） 

ＩＳＯ１４００１認証取得 



ＪＢグループについて 
 

 

会社概要 

業績 

社  名    ＪＢＣＣホールディングス株式会社 
 
創  立    1964年４月１日 
 
所在地    〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1 
               ニッセイアロマスクエア15Ｆ 
 
資本金    4,687百万円 
 
社員数    2,690名（2013年3月31現在） 
 
事業内容   純粋持株会社 
 
ＵＲＬ           http://www.jbcchd.co.jp/ 
 

情報ソリューション 
ＩＴ活用に関するトータルサービス（コンサルティング、アプリケーション開発、システムインテグレーション、運用、保守、監視、 

アウトソーシング等）の提供を行っています。 

ディストリビューション 
ビジネスパートナー様向けに、ハードウェア（サーバー、ＰＣ、プリンター等）、ソフトウェアおよびサービス等の販売を行っています。また、 

法人向けにＩＴサプライ用品からオフィス文具用品といったサプライ品を販売するとともに、ＩＴの活用による調達代行を行っています。 

製品開発製造 
ＪＢグループ独自のソフトウェアソリューション、プリンティングシステム、セキュリティ関連ソリューションの開発・提供を行っています。 

シェアード・サービス 
各種スタッフ業務の提供を行っています。 

主なグループ会社（15社） 

JBCC         JBCC株式会社  
 KSC        ケン・システムコンサルティング株式会社 
 AAC        アドバンスト・アプリケーション株式会社 
CIS           株式会社シーアイエス 
SOLNET     株式会社ソルネット 
GBS          ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社 
Reed Rex   株式会社リード・レックス 
JBS           JBサービス株式会社 
JBCN        捷報（大連）信息技術有限公司  
JBCN        佳報（上海）信息技術有限公司 
JBTH         JBCC（Thailand）Co., Ltd. 
JBPS         JBパートナーソリューション株式会社 
iGUAZU      株式会社イグアス 
JBAT         JBアドバンスト・テクノロジー株式会社 
C&CBS      C&Cビジネスサービス株式会社 

主な４つの事業 
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売上高/事業分野別売上高（連結） 
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編集方針 報告範囲 

対象期間： 

2012年度（2012年4月1日～2013年3月31日） 

対象範囲： 

JBCCホールディングスおよびグループ会社（15社） 

発行時期：2013年5月 

発行：ＣＳＲ委員会 

お問い合わせ：JBCCホールディングス株式会社 経営企画 

TEL03-5714-5171  E-mail： ir@web.jbcc.co.jp 

ＪＢグループは、ベスト・サービスカンパニーとしてよき企業市民を 

目指し、社会および環境との調和を図り、日々活動しています。 

当グループのＣＳＲに対する基本的な考え方や取り組みなどを､ 

ステークホルダーの皆さまにわかりやすく、情報を開示するため 

に、ＣＳＲレポートを発行しています。 

 

●当レポートの内容は、ホームページに掲載しています。 
http://www.jbcchd.co.jp/ 
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JBCC(JBCC株式会社) 

KSC(ケン・システムコンサルティング株式会社) 

AAC(アドバンスト・アプリケーション株式会社) 

CIS(株式会社シーアイエス) 

SOLNET(株式会社ソルネット) 

GBS(ゼネラル・ビジネス・サービス株式会社) 

Reed Rex(株式会社リード・レックス) 

JBS(JBサービス株式会社) 

JBCN大連（捷報（大連）信息技術有限公司） 

JBCN上海（佳報（上海）信息技術有限公司） 

JBTH(JBCC(Thailand）Co., Ltd） 

JBPS(JBパートナーソリューション株式会社） 

iGUAZU(株式会社イグアス） 

JBAT(JBアドバンスト・テクノロジー株式会社） 

C&CBS(C&Cビジネスサービス株式会社） 

URL: http://www.jbcc.co.jp/ 

URL: http://www.kensc.co.jp/ 

URL: http://www.aac.co.jp/ 

URL: http://www.cisjp.com/ 

URL: http://www.solnet-dot.com/ 

URL: http://www.gbs.co.jp/ 

URL: http://www.reedrex.co.jp/ 

URL: http://www.jbsvc.co.jp/ 

URL: http://www.jbcchd.co.jp/jbcn/ 

URL: http://www.jbcchd.co.jp/jbcn/ 

URL: http://www.jbcchd.co.jp/jbth/ 

URL: http://www.jbps.co.jp/ 

URL: http://www.i-guazu.co.jp/ 

URL: http://www.jbat.co.jp/ 

URL: http://www.ccbs.co.jp/ 

TEL:03-5714-5111（代） 

TEL:03-5643-2356（代） 

TEL:042-337-8811（代） 

TEL:052-261-2182（代） 

TEL:093-671-7827（代） 

TEL:03-5216-5500（代） 

TEL:03-5206-2070（代） 

TEL:03-6380-4700（代） 

TEL:03-5714-5171（代） 

TEL:03-5714-5171（代） 

TEL:03-5714-5171（代） 

TEL:03-5714-5180（代） 

TEL:03-5714-5143（代） 

TEL:045-450-6111（代） 

TEL:045-450-6511（代） 
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発行:2013年5月 

東京都大田区蒲田5-37-1  ニッセイアロマスクエア 

TEL:03-5714-5171 URL http://www.jbcchd.co.jp/ 


