マネジメント

マネジメント
セガサミーグループの理念体系
グループミッションピラミッド

セガサミーグループは、オリジナリティ溢れるエンタテインメントを通じて感動体験をご提供するという考えのもと、国際社会の
一員であることを強く意識し、様々なステークホルダーとコミュニケーションを図りながら、良き企業市民として社会からの倫理的・
公共的な期待に応え、社会の持続可能な発展に寄与する価値の提供に取り組んでいます。また、事業活動に留まらず、芸術・スポーツ
をはじめとするの文化の発展支援など、グループ全体で様々な社会活動を継続的に実施し、社会をもっと元気にカラフルにすることで、
豊かな社会の実現と文化の創造を目指します。
2017 年にはグループミッションを策定し、その浸透を図るためグループおよびグループ各社のミッションピラミッドを策定しま
した。ミッションピラミッドは、DNAであるValue( 価値観・DNA)、Mission（存在意義）
、Vision(ありたい姿 )からなり、最終的に
は各事業部門や社員個人の目標までリンクすることで、異なる事業・業務環境のもとでもベクトルを合わせ、一体となって持続的な
成長を行う道標となるものです。
グループミッション

感動体験を創造し続ける

～社会をもっと元気に、カラフルに。～

「創造は生命
（いのち）
」
、
「積極進取」という価値観を共有しつつ、常に革新者として世界中のあらゆる人々に感動体験を提供し続けます。
社会をもっと元気に、カラフルにすることで豊かな社会の実現と文化の創造に貢献します。
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◦人財に関する方針
◦労働安全衛生に関する方針
◦情報管理に関する方針
◦ITセキュリティに関する方針
◦個人情報保護に関する方針
◦IR・広報に関する方針
◦CSR・SDGsに関する方針
◦環境に関する方針
◦海外贈収賄禁止に関する方針

グループCSR憲章
https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/commu/csr/gr_charter/
グループ行動規範
https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/commu/csr/gr_csr/
グループ・マネジメントポリシー
https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/commu/csr/gr_policy/
グループ・ガイドライン
https://www.segasammy.co.jp/japanese/media/file/pr/commu/csr/20141101_supplychain_csr.pdf
「危機管理」
「ITセキュリティ」
「クラウドサービス利用」
「SNS利用」
「海外贈収賄禁止」に関する各ガイドラインを定めています。なお、CSR調達に関してはガイドブックとして開示
しています。

セガサミーグループのCSR
セガサミーグループは、CSR 活動を当社グループの持続的価値創造と社会の持続的発展の双方を実現するための重要な活動と捉
えています。
「セガサミーグループの CSR・SDGs 活動の推進に関する方針」を定め、CSR 活動に SDGs を関連づけ、重点取り組みテーマを
定めています。また定期的にステー クホルダーの意見や要望を確認し、重要課題の確認を行い、グループの活動を内外に発信します。
セガサミーグループCSR・SDGsに関する方針
https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/commu/csr/

グループCSR・SDGs推進方針について
セガサミーグループはSDGsを踏まえたCSR 活動を推進するに当たり、優先して取り組むべき5つの重点課題(マテリアリティ)およ
びその重点項目を特定しました。特定のプロセスにおいて、米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）のマテリアリティマップなど
を参考にしました。
5つの重点課題
1. 環境

製造過程の環境負荷低減を重視した製品設計やリサイクル、リユースを通して、より効率性を上げる取り組みのほ
か、環境保全や消費電力の削減などの取り組みを進めます。

社会ニーズに応え持続可能な
社会の実現と企業価値を向上

2. 依存症

ゲームに没頭して健康に深刻な障害が出る
「ゲーム障害」
や、ぱちんこ・パチスロの「のめり込み問題」
、統合リゾート
（IR）
事業と関連性の深い「ギャンブル依存症」
をはじめとした依存症問題の対応・予防への取り組みを進めます。
3. 人

多様な人財が働きがいを持って活躍できる環境をつくり、創造性豊かな企業風土を形成していくほか、ダイバーシ
ティを当然のこととし、人権の尊重と差別の禁止、弱者保護による不平等の排除を徹底します。
4. 製品／サービス

エンタテインメントを通じて感動体験を創造し、社会をもっと元気に、カラフルにするために、革新的な製品の提供
を可能とする開発プロセスの構築、製品・サービスの持続的な品質向上、安心・安全に楽しめる製品・サービスの
提供を行います。また、事業を活かした社会課題解決にも積極的に取り組み、継続的な成長・企業価値の最大化に
つなげていきます。同時に、良き
「企業市民」
として、グループ全体で、地域社会の皆さまと積極的に対話しながら、
多様なエンタテインメントおよびその振興を通じて社会への貢献を進めていきます。

取り組むべき重要課題
（マテリアリティ）

重点項目

環境

環境負荷軽減

依存症

依存症低減

人

働きがいの向上
多様性の向上
不平等の排除

製品／サービス

革新的製品の開発
製品／サービス品質向上
安心、安全な製品提供

ガバナンス

コーポレート・ガバナンス強化

5. ガバナンス

コンプライアンスやリスク管理を含めたコーポレート・ガバナンスを重視し、法令遵守体制、内部統制システムの強
化を行い、企業経営の健全性確保、透明性向上、効率性向上を目的としたガバナンス経営を徹底します。また、積
極的な啓発活動を通じて社員一人ひとりが社会に対する責任感を自覚し、セガサミーグループらしいCSR・SDGs
活動を実践することで、社会から信頼され、長く愛される企業として存在し続けることを目指します。
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セガサミーグループは積極的な啓発活動を通じて社員一人ひとりが社会に対する責任を自覚し、総合エンタテインメント企業ら
しいCSR・SDGs 活動を実践することで、社会から信頼され、長く愛される企業として存在し続けることを目指していきます。
セガサミーグループのCSR・SDGs活動の推進に関する方針
https://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/commu/csr/

CSR・SDGs推進体制
セガサミーホールディングスに設置されているグループ CSR 推進室を 2019 年 4 月に CSR・SDGs 推進室へ改称し、グループの
CSR・SDGs 活動を統括・管理・支援しています。さらに、SDGs に対する取り組み強化にあたり、CSR・SDGs 推進室において
グループ内のプロジェクトへのマーケティングを支援する機能の拡大を図っています。
2019 年 5 月には、国内グループ会社全役員に対しSDGs 研修を実施し、主要事業会社 11 社でSDGs 重点取り組みテーマをベース
にした社会課題解決を目指した取り組みを始めています。活動状況については、定期的にホールディングス取締役会に報告を行って
います。グループでの活動推進、のため、セガサミーホールディングスの CSR・SDGs 推進室長を議長としグループ会社の CSR
責任者が参加する「グループCSR事務局会議」を設けています。CSR活動に関する施策の計画・実行・評価・改善（PDCAサイクル）
などを行うため、原則として年に 1 回開催しています。
なお、CSR・SDGs 活動の状況については、「CSR BOOKLET」を WEB 開示しグループ内外に活動状況を報告するとともに、
本レポートを社員向けに編集した「CSR COMMUNICATION REPORT」に付属しているアンケート（2019 年度回答数 1,036 件）
の回答状況（経営理念、行動規範の浸透度など）をセガサミーホールディングス取締役会にて報告しています。

ステークホルダーとのかかわり
セガサミーグループの事業活動は、5つのステークホルダー（
「お客さま」
「お取引先」
「株主・投資家」
「社員」
「社会（環境と社会貢献）
」
）
とのかかわりの中で成り立っています。ステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、信頼関係を深めながら、ご意見やニーズを
事業活動に反映することに努めています。

環境経営学会による経営評価および専門家によるステークホルダーダイアログ、マテリアリティの設定
2016 年より、認定特定非営利活動法人環境経営学会 経営診断推進委員会
によるサステイナブル経営診断を受けています。診断の結果、評価の平均評
点獲得率は 82.5% と、3 年連続で向上しました。ガバナンス分野について
は 97.3% と各項目で高い水準が維持されています。環境分野では、環境負荷
が比較的小さい業種のため 62.2% とやや低い水準の評価に留まっているもの
の、初回の診断以来着実な進化をしています。特に地球温暖化の進行による
事業影響が重要化する中で金融業界から求められている TCFD への対応を
行っていること。さらに、サプライチェーン、バリューチェーンを含めた事
業全体での CO₂ 排出に関わる概要把握（スコープ 3 レベル）を進めていると
いった昨年度の指摘を踏まえて強化した取組みが評価されました。また、社
会分野では、宮城県七ヶ浜町と地域連携協定を締結し社員の派遣を行ったこ
とやグループ主要各社での SDGs 推進の進捗から 86.7% へと進展しました。
現在、コロナ禍の影響を受け、モノづくりを含め社員の働き方が大きく変化
してきています。今後については、テレワークや EC 販売等新しい働き方や販
売の仕方を一層推し進めることを通じて、更なる環境負荷軽減などを推進し
てまいります。

結果ツリー図
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国連「グローバル・コンパクト」への参画
セガサミーグループは、2014 年 4 月、「国連グローバル・コンパクト」
（ 以下、UNGC）への支持を表明し、署名しました。
UNGC とは「各企業が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長
を実現するための世界的な枠組みづくりに参加する自発的な取り組み」です。私たちは、UNGC が掲げる 10 原則に基づき責任ある
経営を推進することによって、持続可能な社会づくりに貢献していきます。また、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
（以下、GCNJ）内に組織されている、サプライチェーン、女性のエンパワーメント原則（WEPs）、SDGs 研究分科会などの活動
に参加し、他社との情報共有を行うほか、GCNJ の活動に貢献し、社会の課題解決に向けて積極的に取り組んでいます。

国連「グローバル・コンパクト」項目と 10 原則

人権

原則1：人権擁護の支持と尊重
原則2：人権侵害への非加担
原則3：結社の自由と団体交渉権の承認

労働

原則4：強制労働の排除
原則5：児童労働の実効的な廃止
原則6：雇用と職業の差別撤廃

原則7：環境問題の予防的アプローチ
環境

原則8：環境に対する責任のイニシアティブ
原則9：環境にやさしい技術の開発と普及

腐敗防止

原則10：強要や贈収賄を含むあらゆる形態の
腐敗防止の取り組み

当社グループ「CSR BOOKLET」

関連ページ

マネジメント：セガサミーグループの理念体系、セガサミーグループのCSR
お取引先とともに：公平・公正な購買のために
社員とともに：人権の尊重

P.13-20
P.30-33
P.34-41

マネジメント：セガサミーグループの理念体系、セガサミーグループのCSR
お取引先とともに：公平・公正な購買のために、CSR調達研修、お取引先と P.13-20
のパートナーシップ
P.30-33
社員とともに：人財の育成と評価、多様性の推進、人権の尊重、働きやすい P.34-41
職場環境の整備

マネジメント：セガサミーグループの理念体系、セガサミーグループのCSR
社会とともに
【環境】
：グリーン電力証書システムの導入、製品の環境配慮 P.13-20
設計、12年目を迎えた森林の里親活動〜「セガの森」〜、シーガイア ビーチ P.44-48
クリーンin一ツ葉

マネジメント：セガサミーグループの理念体系、セガサミーグループのCSR
マネジメント：コンプライアンス
お取引先とともに：公平・公正な購買のために

P.13-20
P.17-18
P.32

CSR推進活動
意識の醸成
セガサミーグループでは、社員一人ひとりがグループCSR 憲章を理解し、その精神に基づいたグループ
行動規範に沿って行動してこそ、当社グループが掲げるグループミッションを実現できると考えてい
ます。セガサミーホールディングスCSR・SDGs推進室では、グループすべての社員を対象に CSR 活動の
重要性や取り組む意義を伝えながら、それぞれの理解度に合わせた各種研修をはじめとした浸透策を企
画し、実行しています。
また、
「CSR COMMUNICATION REPORT」を全社員に配布し、CSR 意識の浸透とグループ一体感の
醸成することで社内の意識向上に努めています。

全社員に配布している
「CSR COMMUNICATION
REPORT」

CSR 研修
2013 年 10 月から、グループ会社のマネジメント層並びに一般層向けにCSR 研修を実施し
ています。2019 年度はグループ会社 13 社、761 名が受講し、2013 年からの総受講者数は
4,090 名となりました。講義やグループワークを通じて、事業をとりまく社会環境の変化を
学び、
「社会と企業の共生」や「企業の持続的成長・発展」についての理解と参加者同士のコ
ミュニケーションを深めました。
修了時には、受講者全員が「CSR 推進宣言」を提出し、セガサミーグループの一員とし
ての存在意義を再確認する機会を設けています。今後も「社会から期待され、信頼され、尊
敬される企業、そして社員が誇れるグループ企業」を社員一人ひとりが意識して行動できる
ように、研修を継続していきます（CSR 研修の内容詳細については P.40 をご参照ください）
。

CSR研修のグループワーク
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コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスについては、当社グループ統合レポートをご参照ください。
統合レポート、コーポレート・ガバナンス
https://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/library/pdf/printing_annual/2020/al2020_all_7.pdf

コンプライアンス
基本的な考え方
セガサミーグループは、「グループ行動規範」および「グループ・マネジメントポリシー」に基づき、一人ひとりがコンプライア
ンスを理解し意識した言動を行えるよう、様々な取り組みを行っています。

コンプライアンス推進体制
推進体制の概要と強化
セガサミーホールディングスコンプライアンス推進室長が議長を務め、年 2 回開催される「グループコンプライアンス・リスク
連絡会議」
（セガサミーホールディングス社長、取締役、管理系本部担当執行役員、主要グループ会社のコンプライアンス推進部門管掌
役員・部長、監査役が出席）のもと、法令・社会規範を遵守した健全な企業経営を展開するための社内体制構築を図っています。

内部監査
セガサミーホールディングス経営監査部では、グループ各社に対しコンプライアンス徹底のために各種テーマ監査に加え、グループ
企業の遊技、宿泊並びにゴルフ場などの各施設、提供する食品の安全性などに関して定期的に内部監査を行っており、さらにお客さま
の安全を第一に、改善項目に関するモニタリングを実施して改善状況を確認しています。また、監査上の重要事項については年 2 回
セガサミーホールディングス取締役会に報告を実施しています。
■■主な改善事例
取り組み
全国のアミューズメント施設74店舗にて、お客さまに怪我や事故などが

発生しないように安全点検を実施しています。

進捗・実績
2019年度は点検の結果、211件に改善の指摘や是正を依頼しました。
① 施設設備および備品に係る事項 123件
② 遊技機などに係る事項
71件
③ 食の安全に係る事項

17件

重要性の高いテーマの監査を実施し、改善事項は定期的にフォロー監査で確認して
います。
統合リゾート
（IR）
事業を推進する上で必要とされるコンプライアンス徹底、
① 働き方改革関連法への対応状況
並びに安全管理に係る状況についての監査を実施しています。
② 個人情報の管理状況
③ 情報セキリュティの対応状況

グループ内のレストランで提供する食への安心・安全を高めるために、
提供する食材の産地やメニュー表示の適正性の確認を行っています。

◦ 食材産地やメニュー表示に関して検証した結果、正しい産地表示や誤表示防止対策
を確認しています。
◦ 料理長を中心に、行政主催の研修会や保健所による講習会への参加などの取り組み
を確認しました。

内部通報制度
グループ内での自浄機能を作用させ、法令違反や不正行為などを未然に防ぐため、社内外に
「セガサミーグループ企業倫理ホットライン（内部通報制度）
」を設置しています。セガサミーホール
ディングスは、2019年12月13日付で、消費者庁所管「内部通報制度認証（自己適合宣言登録制度）
」
の登録事業者として登録されました。本認証は、企業の内部統制およびコーポレート・ガバナンス
の重要な要素である内部通報制度の適切な整備・運用の促進を図るために、2019 年 2 月より消費者庁が導入したものです。事業者
が自ら内部通報制度を評価し、
「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」に基づく
内部通報制度認証基準に適合している場合、指定登録機関が自己適合宣言登録事業者として登録するものです。2017〜2019 年度の
実績（国内）
は、19 件、24 件、136 件でした。なお、2019 年度の通報内容の内訳と通報者の属性は以下の通りです。
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■■通報内容の内訳（2019年度）

■■通報者の属性
（2019年度）

その他（受付対象外含む）

9％

パワハラの疑い

33％
雇用・就業関連

36％
セクハラの疑い

6％

匿名のため不明等

29％
社員

退職者・家族・取引先
ルール・
法令違反の
疑い

16％

42％

4％
アルバイト・派遣社員

25％

コンプライアンス推進活動
ルールの徹底と意識強化
コンプライアンスの意識向上と理解醸成を図るため、

■■コンプライアンス研修実績
（2019年度）

グループ各社向け階層別啓発活動を実施しています。

研修回数（回） 受講人数（名）

外部講師を招いた社内セミナーや、定期的に発信する

新任役員

1

メールマガジン、遭遇しそうな具体例を編集した「コン

既任役員

2

プライアンスハンドブック」
、漫画を使って分かりやす

合計

3

くした関連記事などのイントラネットへの掲載など、
グループ全社員を対象に啓発活動に取り組んでいます。
2019 年度より、グループ全体のコンプライアンス
違反の未然防止と体制強化を目的に、コンプライアンス
推進室を設置。グループ 23 社を対象とした統一的なコ

管理職
（東京会場）

28

管理職
（地方会場）

6

合計

13

SSHD、SHD、SAMMY、SE、
134 SGC、SIC、TMS、TOYS
などグループ全社
147
1,109

SSHD、SHD、SAMMY、SE、
68 SGC、SIC、TMS、TOYS
などグループ23社
1,177

34

■■eラーニング実績
（2019年度）

ンプライアンス知識習得を目指した e ラーニングを導入

受講科目数（科目） 受講人数（名）

しました。またコンプライアンス意識調査（回答率94%）

管理職

5

を実施し、グループ内におけるリスクの把握と改善を

一般職

4

遂行するべく、重点的な研修実施に取り組んでいます。

対象企業

対象企業

SSHD、SHD、SAMMY、SE、
6,549 SGC、SIC、TMS、TOYS
などグループ23社

※ 略称は、P.2参照

反社会的勢力の排除
セガサミーグループは、反社会的勢力による経営への関与の防止のために、グループ行動規範に反社会的勢力との一切の関係を
排除する旨を明記するとともに、お取引先との契約書にいわゆる暴排条項を組み込み、お取引先が反社会的勢力に該当するか否かの
チェックシステムをグループとして導入しています。反社会的勢力からの接触を受けた際は、警察 ･ 弁護士などを含め外部機関と
連携して組織的に対処します。

腐敗防止
「グループ行動規範」において、
（1）贈賄をはじめ利益供与、便宜供与とみられるあらゆる腐敗を防止すべきこと（2）寄付を含む社
会貢献活動を行う際は、関係法令に基づき定めた社内ルールを遵守して、公明正大に行うべきことを明記しています。2014 年 7 月に
「海外贈収賄禁止に関する方針」を策定し、リスク分析の上で関連部門への研修や定期的な確認メールの配信などを実施しています。

リスク・マネジメント
基本的な考え方
セガサミーグループは、「グループ・リスクマネジメントに関する方針」に基づき、事業の推進および企業価値の維持・向上を
妨げる重大なリスクに対し、平時より対策を検討し、損失を最小化する体制を構築することで、様々なステークホルダーへの影響を
極力小さくするよう最大限の努力を行い、社会から強い信頼を得る企業を目指しています。
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マネジメント

リスク・マネジメントの状況
危機管理
セガサミーグループでは、
「グループ・リスクマネジメントに関する方針」のもと、
「危機管理ガイドライン」を制定し、年 1 回主要
16 社のリスク分析を行い、セガサミーホールディングスの取締役会で共有するとともに、潜在するリスクの低減および危機の未然
防止に努め、重大な危機が発生した場合の即応体制を整備・維持しています。
2020 年に発生した新型コロナウイルス感染症に対して、グループ全体で感染予防と拡大防止に努めました。

知的財産の管理
セガサミーグループでは、知的財産は企業競争力を高める重要な要素かつ企業経営を支える経営資源と位置づけ、グループ会社
ごとに方針を掲げて取り組んでいます。
エンタテインメントコンテンツ事業では、各部門に知的財産推進委員を置き、プロジェクトの現場責任者、担当者、新入社員
に向けた研修・説明会などを通じて、継続的に知財意識啓発を行っています。またグループイントラネットを通じて知財情報の共有
を推進することで、第三者の知的財産権侵害を未然に防ぐとともに自社の知的財産権の適切な管理を実施しています。さらに知的財
産権部が各部門と連携して事業戦略に即した知財戦略を策定・実行することにより、グループ全体で知的財産権を積極的かつ戦略的
に取得・活用していく取り組みを進めています。また、ブランドの維持・向上のために模倣品対策なども実施しています。
遊技機事業では、研究開発の段階ごとに技術調査などを実施し、徹底したリスクアセスメントを行っています。また管理職、
新入社員、開発者などの階層に応じた知財研修制度や、社内イントラネットによる定期的な知財情報の発信など、多様な啓発環境を
設けて知財意識の向上を図っています。
さらに技術分野ごとに戦略的な知財ポートフォリオを構築し、効果的な知財活用を推進しています。

情報セキュリティ
セガサミーグループでは、お客さまの情報をはじめ、経営情報や営業情報などすべての情報を重要な財産と捉え、
「グループ情報
管理に関する方針」
「 グループ IT セキュリティに関する方針」
「 グループ個人情報保護に関する方針」
「 情報管理規程」などを定めて
います。また、グループ各社の担当者による情報共有の場を設け、グループ全体での取り組みを一層強化するための施策を話し合う
など、情報管理体制の強化に向けた取り組みを進めていきます。
個人情報については、「グループ個人情報保護に関する方針」に基づき各社で「プライバシーポリシー」を定め、お客さまの個人
情報の適切な管理や運用に始まり、不正アクセスや紛失、改ざんおよび漏洩などを防止する対策を講じています。なおセガのグループ
のサービスが一つのID で簡単・便利に楽しめる「SEGA ID」に関する個人情報は、プライバシーマーク（P マーク）を取得している
セガホールディングスの管理下にあります。

テーマ別課題と活動実績およびSDGsとの関連性
グループが掲げるCSR 取り組みテーマに対し、課題を設定し、活動の進捗・実績の管理を行っています。2017 年 5 月に策定した
中期経営戦略「Road to 2020」にグループ全体で邁進するとともに、グループシナジーの一層の拡大と効率化を目指し、2018 年
8 月のオフィス統合および働き方改革の推進を行ってきました。これにより、社員の多様な働き方が可能となり、環境面も考慮した
効率的なオフィスを整えることで、グループの中長期的成長やステークホルダーの皆さまの期待に応えていく体制を整えました。
また、2019 年度より、SDGs への取り組みをグループ全体で強化し、グループ主要各社で計画を策定し PDCAサイクルづくりを
進めています。
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■■セガサミーグループが取り組むべき重要課題と重点項目および活動実績
取り組むべき
重要課題と重点項目

取り組み

事業活動から
発生する環境
負荷の軽減
【環境】
環境負荷軽減
地球環境資源
への配慮

【依存症】
依存症低減

【人】
働きがいの向上
多様性の向上
不平等の排除

主な掲載
ページ

2019年の進捗・実績

環境配慮型製品開発・
販売の推進

・ 低消費電力製品の開発・提供点数の増加
【E】
・ エコぱちんこの開発、製品化への展開
【遊】

3R
（特にリサイクル）
の
推進

・ 下取機リサイクル93%達成
【遊】
・ 廃棄物有価リサイクル
（川越工場勤務者による分別活動）
の実施
【遊】
・ アミューズメント
（AM）
機器の手分解による100%リサイクルを実施
【SLS】

環境保全活動の推進

・ 年次サプライヤーミーティングでの環境規制などの情報を配信
【E】

環境施策の推進

・ グリーン電力証書の購入
（実績：100万kWh/年）
【SHD】
・ 横浜市風力発電事業「Y
（ヨコハマ）
-グリーンパートナー」への協賛
（グリーン電力証書2019年実績：168,184kWh）
【SHD】
・ 主要グループ会社15社の環境負荷にかかわる数値の把握体制の整備
【SSHD】
・ 森林里親契約「セガの森」整備によるCO₂吸収量が長野県から評価
【SHD】
・ シーガイア敷地内の黒松
（250㎡）
の管理・保護・育成
【PSR】

依存症共同研究など

・ 京都大学との共同研究

業界団体標準などに準
拠した安全基準の遵守

・ 業界団体の基準などに準拠した安全基準の設定
【E、遊、TOYS】
・ 業界団体を通じた適度な遊技環境の推進
【遊、SE】

その他
安全対策など

不正防止対策

・ 不正防止
【遊】

働き方改革・
改善

働き方改革・改善

・ 働き方改革推進(長時間残業対策、有給休暇取得率アップ、フレックス、
テレワーク導入や推進など)
【グループ】
・ SEGASAMMY Collegeの開講
（のべ4,398名受講）
【グループ】

多様性向上、
不平等の排除
など

多様性向上、不平等の
排除など

・ LGBT支援制度導入、東京レインボープライドに協賛
【グループ】
・ 任意団体「work with Pride」による「Pride指標」でゴールド認定
【グループ】
・ 副業制度導入および各種働き方改革・改善活動
【グループ】

事業を活かした
社会課題の解決

・ グループ役員向けSDGs研修実施および11事業会社でSDGs推進計画策定
【グループ】
・ ゲーミフィケーション
【セガXD】
・ 共遊玩具の開発・製造・販売
【TOYS】
・ ドライビングシミュレーターの開発・製造・販売
【SLS】
・ 豊かなシニアライフのための趣味・交流機会づくり
（シュミカツ！）
【SGC】

依存症対策
など

革新的製品の
提供
グループコンテンツを
活かしたイベントによる
課題解決支援
【製品／サービス】
革新的製品の開発
製品／サービス
品質向上
安心、安全な
製品提供

※ 略称は、P.2参照

P.33
P.44-48

P.44-48

P.21-22
P.27-29

P.34-40
統合
レポート
参照

P.21-22
P.51

・ 障がい者・健常者がともに楽しめるeスポーツの展開
【SGC】
・ プログラミング授業の体験
【SE、TOYS】
・ NPOとの協働による玩具寄贈
【SSHD、TOYS】
・ 出張ゲーム教室の実施
【SIC】

・ 対象各国の法令、業界基準等に則し、それを上回る自主基準の設置、製品表示
製品やサービスの安心・
などによる情報開示を含む品質保証【E、遊、TOYS】
製品／サービス 安全の提供、
・ 青少年保護対策
【SE】
品質向上
並びに適正な情報開示
・ 正確で適切な製品表示
【E、遊、TOYS】
安心、安全な
製品
サポート体制のさらなる
・ お客さまサポート体制の充実
【E、遊、TOYS】
充実

地域コミュニ
ティなどへの
貢献

関連する
SDGs

東日本大震災復興

・ 新入社員を研修の一環として被災地へ派遣
（12社、202名）
【グループ】
・ コンテンツを活かした被災地復興支援イベントの開催
（5回）
【グループ】
・ 宮城県七ヶ浜町と地方創生に係る包括的連携協定締結
【SSHD】

その他グループ全体で
の社会貢献および文化
などへの発展支援

・ Dance Base Yokohama設立、
「TOKYO JAZZ」
など芸術活動への協賛
【SSHD】
・「絵本を届ける運動」への参加
（353冊、発展途上国のエンタテインメント環境
整備）
【グループ】
・ 玩具寄贈など
【SSHD、TOYS】

P.26-28

P.7-8

P.49-54

・「ジュニアスポーツフェスティバル」並びに野球教室の開催
【SSHD】
地域のスポーツイベント
・ マラソン大会協賛
【遊】
、街並み清掃活動
【SHD】
参画や支援など
・ 子ども食堂への支援
【SSHD、PSR】
ガバンナンス
体制強化

コンプライア
ンス強化

ガバンナンス体制強化

・ コーポレートガバナンスコード対応、独立諮問委員会・経営戦略委員会運営
【SSHD】
・ グループコンプライアンス・リスク連絡会議運営、SSHD役員研修などの実施
P.13-18
【グループ】
・ グループミッション、行動規範の浸透状況を取締役会に報告
【SSHD】

コンプライアンス強化

・ グループ役員コンプライアンス研修
（3回、147名）
、管理職向けコンプライアン
ス研修の実施
（34回、1,177名）
【グループ】
・ 企業倫理ホットラインの設置による使いやすい通報制度の構築
【グループ】
P.17
・ 2019年度グループ23社を対象とした統一的コンプライアンス研修の実施
（eラーニング導入済み）

経営者からの継続的な
メッセージ発信による
グループミッションの
浸透

・ グループ社員向けCSR研修の実施
（21回、14社、761名）
【SSHD】
・ グループミッションをグループイントラネットに掲示、社員手帳冊子にも掲載
し社員啓発を促進
【グループ】
・ CSRコミュニケーションレポートを発行し、グループ正社員およびアルバイト
らに11, 000 冊を配布
【グループ】
P.13-16
・ 経営トップから、社会情勢や事業発表とともに、現実に即した形で社員に分か
P.40
りやすく経営理念の意味と実践についてメッセージを配信
（年3回）
【グループ】
・「国連グローバル・コンパクト」への参画
【SSHD】

CSR情報の把握と共有

・ グループ会社CSR担当者向け情報媒体（新聞、雑誌など）を通したCSR情報の
収集とグループ各社への提供（随時）
【SSHD】

【ガバナンス】
コーポレート・
ガバナンス強化
CSR・SDGs
経営の推進と
啓発

—
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マネジメント

セガサミーグループの CSR 活動推進に際し、根底にある
のは本文である事業活動を通じた「感動体験」の提供です。
SDGs ありきではなく、本業で社会要請に応えることが社会と
セガサミーグループの持続的発展につながり、ひいては SDGs
達成に貢献できると考えます。
社会から必要とされる企業グループであり続けるため、こ
れまで推進してきた 4 つの CSR・SDGs 重点取り組みテーマ
を見直しました。そのうえで 2020 年 10 月、セガサミーグ
ループとして取り組むべき「環境」
「 依存症」
「 人」
「 製品／サー
ビス」
「 ガバナンス」という 5 つの重要課題（マテリアリティ）
を特定しました。今後は重要課題に注力し、SDGs 達成に貢
献していきます。
環境面では筐体の製造過程における環境負荷低減や、プラス
セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役社長グループCOO

里見 治紀

感動体験を提供によって
総合エンタテインメントの

チック削減などによる環境保全に努めます。深刻化する依存症
問題に関しては 2017 年に開始した京都大学との共同研究をよ
り一層深化させ、予防に取り組みます。
感動体験の提供に不可欠なものはグループ計約 8,800 名に
のぼる「人」、つまりは社員です。現在、働き方改革なども含

使命を全うし

めて多様性が当たり前の企業風土の形成に注力しています。
様々なバックグラウンドを持った社員の英知の積み重ねで製

豊かな社会を実現する

セガサミーグループのSDGsへの貢献
製 品 ／ サ ー ビ ス
具体的な取り組み
◦ 安心・安全に楽しめる高品質な製品・サービスの提供

◦ エンタテインメントコンテンツを活用した超少子高齢化社会への対応

◦ 開発プロセスの改善

CASE
1

ドライビングシミュレーターによる運転寿命の延伸

プログラミング教育の支援

昨今増加傾向にある高齢者ドライバーの交通事故の削減は社会的

あらゆるモノがインター

に深刻な課題となっています。セガ・ロジスティクスサービスは、損

ネットにつながり、管理でき

害保険ジャパン日本興亜と共同で、運転に関する認知機能や運転技

るようになった社会におい

能を診断・トレーニングできる機能を備えた「ドライビングシミュ

て子どもたちが将来職業を

レーター」を開発しました。交通事故、高齢者の暴走事故の支援につ

選択する際、プログラミン

いてシミュレーターを使った認知機能の検査、運転技能の維持・改善

グ知識の有無や多寡は大きく影響します。2020 年度から小学校で

を模索していた損保ジャパン日本興亜と当社グループの技術・企業

のプログラミング授業が必須となりましたが、指導者確保に課題も

理念が一致し、実現しました。
包括的連携協定を結ぶ、宮
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残っています。
セガサミーグループの得意分野であるゲーミフィケーション

城県七ヶ浜町で導入しており、

（ゲームの要素や特長を他分野に応用すること）の知見を活かし、ア

高齢者の事故抑制と運転寿命延

プリ制作などを手掛けるアシアルと共同開発したアクションパズル

伸による豊かなシニアライフの

ゲーム「ぷよぷよ」を使ったプログラミング学習コンテンツで教育

実現、安心・安全な車社会の実

現場の支援を実施。教育現場の課題解決に加え、将来を担う子ども

現に寄与します。

たちのレベルに応じたプログラミング学習を実施します。
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品・サービスの品質向上に努め、安心・安全に楽しみながら感

吸い上げにつながり、より強固な経営基盤の確立につながると

動体験を味わえるエンタテインメントコンテンツを生み出し続

確信しています。
事業活動を通じて社会要請に応えていくことが理想的なサス

けていきます。
こうした挑戦に企業経営の基盤となるガバナンスの強化は不

テナブルであり、セガサミーグループとして理想の実現に向け

可欠と考え、業務執⾏の監督や執⾏機能のさらなる強化を視野

て行動に移す段階に入ったと考えます。重要課題に関する取り

に入れた制度設計を進めています。経営の透明性を高め、ス

組みを強化することで「感動体験の提供」という使命を全うし、

テークホルダーに責任ある説明を行うことが外部の適正な声の

あらゆる事業活動で SDGs 達成に貢献していきます。

● セガサミーにおけるこれまでの取り組み
2019年2月

SDGs重点取り組みテーマ特定

2019年4月

SDGs推進室の設定

2019年5月

役員を対象としたSDGs研修

2019年7月

新たな行動計画の策定および次期計画への各事業
会社取り組み検討開始

2020年10月

取り組むべき5 つの重要課題（マテリアリティ）を
特定

事業活動に邁進することで、社会から要請される課題に取り組んだ結果として、新たなSDGs 達成貢献につながる――。セガサミー
グループは、このサイクルを継続することこそがサステナビリティの本質と考えます。エンタテインメントを通じて「社会をもっと
元気に、カラフルに。」するというグループミッションの遂行に心血を注ぎ、社会の要求に応えていきます。

人

環 境
具体的な取り組み

具体的な取り組み
◦ 事業強化につながる働き方改革の追求

◦ バリューチェーンを網羅したCO₂排出量の削減と見える化

◦ ダイバーシティ実現

◦ 遊技機のリユースによる筐体の廃棄ロス削減

◦ 多様な人財が活躍できる環境づくりによる、創造性に富んだ企業風土の確立

◦ 自然環境保全および省エネルギー

CASE

LGBTの認知拡大を支援

セガサミーグループは同性カップルに対する扶養手当制度を

CASE

環境にやさしい製品開発

セガ ヨーロッパでは一部ゲーム

設けているほか、eラーニングで国内グループ社員を対象にLGBT

のプラスチック製パッケージを廃止

このほか、2019 年度よりセクシャル・マイノリティの認知拡大

のリサイクルなどにも引き続き注力

についての研修を行っています。

に努める「東京レインボープライド」の活動を支援しています。

しました。このほか、遊技機の筐体
し、廃棄物の削減に尽力しています。

依 存 症
具体的な取り組み
◦ 業界一丸となった啓発活動の実践による社会的信頼性の構築

ガ バ ナ ン ス

◦ ギャンブル依存症予防のための研究深化
◦ ゲーム依存症・のめり込み問題への対応

CASE

具体的な取り組み

京都大学との共同研究

◦ 透明性のある経営

◦ 役員報酬の見直し

京都大学 こころの未来研究センターの村井俊哉教授とともに、ギャ

ンブル依存症の予防研究を実施し、独自の対策を講じています。

SEGA SAMMY GROUP CSR BOOKLET 2020

22

