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LIFE is Entertainment

私たちは、世界中のあらゆる人々に
夢と感動溢れるエンタテインメントを提供し、
豊かな社会の実現と文化の創造に貢献します。

お読みいただく皆さまへ
編集方針
この度、セガサミーグループは第5号となるCSRレポートを発行しました。
2007年の創刊以来、様々なステークホルダーの皆さまに「分かりやすく読みやす
い」誌面づくりを目指してきました。
今号は以下の点をポイントに編集しました。

新たに完全子会社化した４社（株式会社サミーネットワークス、株式会社
セガトイズ、株式会社トムス・エンタテインメント、タイヨーエレック株式会
社）を中心にグループ会社の製品･サービス、活動を随所で紹介
● セガとサミーの"思い・
こだわり"を紹介する特集記事（Ｐ15-22）
● 重要性の測定で認識した重要課題への取り組み
（Ｐ25）
● ＣＳＲ憲章を軸とし、
５つのステークホルダーごとに基本的な考えや具体的
な活動を紹介（Ｐ32〜）
● 客観性を担保するために、
第三者によるご意見を掲載（Ｐ64）
●

また、今回も2010年版同様に、冊子での発行を避け、WEBサイトに掲載する
ことで環境面にも配慮しています。
セガサミーグループは、今後もCSR精神を経営に反映させるため、ステークホ
ルダーの皆さまとご意見を交換し合いながら、より良い企業市民となるべく、逐次
改善を図っていきたいと考えています。このレポートへのアンケートを含め、皆さ
まの忌憚のないご意見をお待ちしています。
参考にしたガイドライン
《GRI「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2006」》
《ISO26000（社会的責任に関する手引き（Guidance on social responsibility））》
※ GRI（Global Reporting Initiative）
＝グローバル・レポーティング・イニシアチブ。
全世界で適用可能な、持続可能性報告のガイドラインを策定し、その普及に取り組む非営利
組織

アニュアルレポートとの関連性
アニュアルレポートでは財務情報を中心に報告し、CSRレポートでは非財務情報を中心
に報告しています。CSRレポートに掲載されていない財務情報の詳細については、ホー
ルディングスWEBサイトIRページをご覧ください。
http://www.segasammy.co.jp/japanese/ir/index.html

対象範囲
期間: 2010年4月1日〜2011年3月31日

※ 一部には発行日直近の報告や、2010年度以前の活動も含めています

組織: セガサミーホールディングス株式会社、
株式会社 セガ、サミー株式会社

※ 一部には株式会社サミーネットワークス、株式会社セガトイズ、株式会社トムス･エンタテ
インメント、タイヨーエレック株式会社などのグループ会社の活動を掲載しています

発行: 2011年8月（次回発行予定:2012年9月）

会社名表記の定義
セガサミーホールディングス株式会社 : ホールディングス
株式会社 セガ : セガ
サミー株式会社 : サミー

ソニック・ザ・ヘッジホッグ

免責事項
本レポートには、セガサミーグループの過去と現在の事実だけでなく、社会情勢に関する予想や発行日時
点での経営計画や見通し、将来予測が含まれています。これらの予想・予測は、記述した時点で入手でき
た情報に基づいた仮定ないし判断であり、諸条件の変化によって、将来の社会情勢や事業活動の結果が
異なったものとなる可能性があります。読者の皆さまには、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
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私たちは企業の社会的責任（CSR=Corporate Social
Responsibility）の遂行を経営の重要課題と考えています。
社会に生き続ける「企業市民」として、CSRの精神に鑑
み、すべての法令・社会規範を遵守し、ステークホルダーと
より良い関係を築くことで、健全な経営の実現と社会的な責
任を果たせるものと考えます。そのための業務執行の指針

事業概要
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コーポレート・ガバナンス

〜組織統治〜

として、ここにグループCSR憲章を掲げます。

コンプライアンス／リスク管理

With Customers

お客さまとともに

私たちは、いつの時代においても、お客さまとともに歩みながら、
夢と感動溢れるエンタテインメントを提供し続けます。

〜公正な事業慣行〜

27
29

32

〜消費者課題〜

With Partners

お取引先とともに
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株主・投資家とともに
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従業員とともに
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私たちは、お取引先と公平・公正な関係を保ち、互いに切磋琢磨し、
良きパートナーとして、ともに夢と感動溢れる
エンタテインメントの提供を目指します。

With Shareholders and Investors
私たちは、グローバルな視点をもって事業を展開し、
継続的な成長・企業価値の最大化を目指します。
そして、適正な利益還元と適時的確な情報開示を通し、
透明な経営を図り、株主・社会の期待に応えます。

With Employees
社員一人ひとりの創造性とチャレンジ精神がグループ発展の源であり、
最大の財産です。私たちは、社員が持つ限りない可能性を
最大限発揮できる企業文化を育み、ともに成長していきます。

〜人権、労働慣行〜

社会とともに

With Society

社会貢献

私たちは、企業市民として社会を構成する一員であることを強く自覚し、
本来の事業活動の繁栄を通じて社会に貢献するだけでなく、
芸術・スポーツなどの文化の発展支援、地球環境保護への取り組みを、
積極的かつ自主的に行います。

〜コミュニティへの参画及びコミュニティの発展〜

環境

〜環境〜

52
58

●CSRの位置づけと概念
グループ
経営理念

グループ経営における
最上位概念

グループ
CSR憲章

ステークホルダー
ごとの業務指針

グループ
行動規範

「グループCSR憲章」
に基づく、社員の
具体的な行動指針

第三者意見

64

ホールディングスWEBサイト
「グループＣＳＲ憲章・行動規範」で紹介
http://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/commu/csr/
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この度の東日本大震災により、
犠牲となられた皆さまに深

みならず、
次世代の健全な育成を見据えた社会貢献活動

く哀悼の意を表するとともに、
被災された方々、
そのご家族・

を積極的に進めてきました。
このような中、
エンタテインメント

関係者の皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。

の力を様々な分野で活かす上で、
今後の可能性が拡がる

セガサミーグループでは、
震災直後より被災された方々の

取り組みも生まれてきています。
その一つとして、
アニメー

救済並びに被災地の復旧・復興に役立てていただくため、

ション作品の企画・制作会社のトムス･エンタテインメントが、

義援金等の寄贈に加え、
社員による募金活動や有志社員

これまでに製作を手がけてきたライブラリを活用した新しい

による被災地でのボランティア活動、
また、
グループ各社によ

事業として、
２０１０年９月より展開を開始した、
世界初の小

る本業を通じた支援活動に取り組んでおります。国内経済

児医療向けプレパレーション※支援端末の「スマイルタッチ」

の一端を担っている使命感をもって、
当グループの事業を

があります。
これは小児医療の現場において、
治療や検査

推進することで、
国内経済の活性化に寄与していくと同時

の際に不安や恐れを感じる子どもたちが大勢いる中、
「検

に、
被災地の皆さまが、
一日も早く震災前の生活を取り戻せ

査時にアニメーションを観てもらうことで、
病気を持った子ど

るよう、
引き続きグループ一丸となって支援活動に尽力して

もたちの不安や恐れを軽減してあげたい」
という医療現場

まいります。

の声に応えた製品です。本製品の導入により小児医療現
場における効果的なプレパレーションの実践を促すととも
に、
子どもが前向きに治療に臨むことで、
これまで課題とされ

社会の中でセガサミーグループが
担う役割

てきた小児医療の現場の負担軽減につながることが期待
されています。

世界はいま、
気候変動をはじめとした地球規模での環境
問題、
エネルギーや水・食糧などの資源問題、
さらに貧困、
人権問題など様々な課題に直面しており、
その解決に向け
企業が担う役割は益々増大しています。

※プレパレーション：
子どもの病気による心理的混乱に対して正しい知識などを優しく教えることによって緊張や
不安をやわらげ、
子どもたちが潜在的に持っている病気に立ち向かう力を引き出すこと

世界のセガサミーグループを目指して

このような状況の中で、
私どもがいま為さねばならないこと

セガサミーグループは、
上場子会社であったサミーネット

は、先ずコンプライアンスやリスクマネジメントを含むコーポ

ワークス、
セガトイズ、
トムス・エンタテインメントおよびタイヨー

レート
・ガバナンスを徹底し、
健全に利益を継続的に創出す

エレックの４社を完全子会社化しました。
これは、
今後さらに

る企業としての成長に尽力することです。
そして、
これまでに

激しさを増すであろう事業環境の変化に先手を打ち、
持続

進めてきた社会の課題解決に向けた取り組みを一層強化

的成長を実現するためには、
グループ内の経営資源を相

させていくことが極めて重要であると考えています。

互に有効活用し、
総合エンタテインメントグループとしての競

セガサミーグループでは、
これまでも事業を通じた活動の
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争力を一層強化することが必須であるとの判断によります。

トップメッセージ

夢と感動溢れるエンタテインメントを通じて、
明日への活力をお届けします。

今後もグループシナジーを存分に発揮し、
国内のみなら
ず世界の幅広いエンタテインメント事業領域において、
当グ
ループのプレゼンスの確立を目指してまいります。
そして、
セ

社会から信頼され発展を期待される
企業となるために

ガサミーならではの「遊び」のコンテンツを開発・創出し、
あら

セガサミーグループの成長は、地域・社会の発展ととも

ゆる世代の人々にクオリティの高い多種多様なエンタテイン

にあります。
日本はいま、東日本大震災の発生により、社会

メントを提供することで、人々に笑顔をお届けしてまいりま

全体に閉塞感が漂い、将来に対する不安感も高まってい

す。
また同時に、責任ある担い手として業界の発展にも貢

ます。

献してまいりたいと思います。

このような時代だからこそ、私どもはエンタテインメントを
通じて、
皆さまに明日への活力をお届けしたいと強く考えて

セガサミーグループの一員であることに
誇りを持てる会社にしたい
企業の最大の資源は「社員＝人」であり、
社員が持つ無
限の可能性を最大限に発揮できる職場環境をつくることが

います。それは笑いや喜び、夢と感動を提供することで、
人々が次に起こすアクションへの活力をお届けすることで
す。
これこそがエンタテインメントに携わる私どもの使命であ
り、社会から私どもに期待されていることであると認識して
います。

経営者の責務であると考えています。社員一人ひとりがス
テークホルダーの皆さまの発信するメッセージを敏感に感じ

今回お届けする
「ＣＳＲレポート２０１１」は、
セガサミーグ

取り、
様々な要請や期待に対して常に新しい発想でお応え

ループとして５号目となります。
これまで着実に活動を推進し

してゆく、
この活動の積み重ねにより、
すべてのステークホル

てまいりましたが、
さらに改善、
強化すべき課題もあります。

ダーの皆さまから信頼されることが、
社員のさらなる成長や

今後も社会から信頼され発展を期待される企業となるた

モチベーションの向上、
ひいては企業価値の向上にもつな

めに、
一歩一歩活動を前進させ、
社会的責任を果たしてい

がります。
このような好循環を生み出すために、
引き続きグ

けるよう一層の努力を続けてまいります。

ループ間の人材交流や、
海外研修、
ボランティア活動への
参加などを積極的に促し、
社員が成長するための職場環

引き続きご指導ご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。

境づくりを推進し、感受性（センシティビティ）
の高い、
かつ
チャレンジ精神旺盛な人材を育てていきたいと考えていま
す。
そして、
グループ全社員が、
自分の仕事やセガサミーグ
ループの一員であることに誇りを持てるような会社となること

セガサミーホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長

が私の目指す姿です。
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サミー株式会社
代表取締役社長COO

中山 圭史
サミーは、
社会における存在価値を充分認識し、
それに応えあらゆる面で企業価値を高めるとともに、
ＣＳＲ活動を通し社会的責任を追求していきます。
去る２０１１年３月１１日、国内観測史上最大規模となる

きたことを実感しています。今後は、
この３年で積み上げて

東日本大震災は、
日本に甚大な被害をもたらしました。
この

きた体質をベースにその精度を上げていくことで、一つ上

度の東日本大震災により被災されました皆さまに心よりお

のステージへと成長し、企業としての役割を担っていきた

見舞い申し上げるとともに、
被災地の皆さまの安全と一日も

いと思います。
また、
企業においての資源は、
「人、
モノ、
金、
情報」
とよく

早い復旧・復興をお祈りいたします。
サミーでは、
グループ全体で行う支援活動に積極的に
協力するほか、震災の影響により懸念される電力供給不

いわれますが、資源のもとは「人」であり、
「モノ、金、情報」
は「人」が生み出す2次資源です。
この最大の経営資源

足への対応として、
各拠点での節電努力をはじめ、
工場に

である
「人」
＝社員の成長を促す環境づくりにも力を入れ

おける自家発電の利用を進めるなど、
できることから確実

ていきたいと思います。企業にとって社員は、
人間でいう血

に協力しています。

や肉のようなもので、私たちが企業として成長するために
は社員の成長が欠かせません。
そのため、社員が成長す

サミーは創業以来、
「積極進取」を社是に掲げ、
ドキド

るための環境をつくることが私の重要な使命であり、
ＣＳＲ

キ・ワクワクするような製品を通じて、人々に喜びと感動を

活動を推進する上での大きな力にもなると考えています。

提供することが私たちの使命であり、
存在価値であるとの

私たちの強みは、先見性と独自性に溢れる好奇心を原
動力に、
様々な発想を一つひとつ形にすることです。
これま

認識のもと、
企業活動を行っています。
ＣＳＲに対する取り組みは、
サミーが企業市民として、社

で、
パチンコ・パチスロ産業の長い歴史とともに歩む中で、

会から必要とされ、
かつ企業価値を向上するために不可

日々研究を重ね、
サミーにしかないノウハウを積み上げ、
常

欠な活動です。

に新しい製品を世の中に送り出してきました。
そして、
たくさ

しかし、
ＣＳＲ活動に臨む上では、
どのような事業環境下

んのファンの方々から寄せられた声が大きな財産となり、
そ

においても着実な業績を積み上げ、安定的な利益を上げ

れらが輝くアイディアを生み出す私たちの活力の源泉とな

ることのできる強靭な企業体質をつくることが大前提として

り、着実な成長を果たすことができたものだとも自負してお

あります。
それは、継続的に利益を上げ企業としての社会

ります。

的責任を果たすことが土台となって、
より高い次元でス

私たちは、
これからもエンタテインメント企業だからこそ

テークホルダーの皆さまのニーズに応えることにつながると

できる、果たせる企業の社会的責任のあり方を追求し続

考えているからです。私は社長就任以来、
一貫して「強い

けます。
そして、継続的に成長し続けることですべてのス

体質のサミー」を作り上げようと全社員一丸体制のもと

テークホルダーの期待に報いていきたいと考えています。

様々な施策に取り組み、
努力を続けてきました。
その結果、

今後もパチンコ・パチスロ産業が身近で手軽な娯楽として

社員の意識や行動に変化が芽生え、安定的に事業計画

存在し、多くの方々から愛され続けるように心に響くエンタ

を達成できる体質に変化し、企業としての責任を果たして

テインメントを提供し続けていきます。
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株式会社セガ
代表取締役社長COO

臼井 興胤
遊びを創り出すエンタテインメントのプロとして、
人々に夢と感動をお届けすることが
私たちの使命です。
この度の東日本大震災によりお亡くなりになられた方々
へ深く哀悼の意を表するとともに、
被災された方々に心より

実現することにつながり、
これこそが私たちが果たすべき
使命であると考えています。

お見舞い申し上げます。

私が目指す理想の姿は、社員一人ひとりが日々の業務

セガでは、
この震災による被災者の救済および被災地

において、
「お客さまがどんなことで喜び、
楽しみ、
感動して

の復興支援を目的に、
各種オンラインタイトル・サービスでの

いるのか」
ということを常に考え、“いつでも、
どこでも”お客

募金を実施したほか、全国のアミューズメント施設売上の

さまの生活のあらゆるシーンで最高のエンタテインメントを

一部や国内外で提供している一部アミューズメント機器や

お届けするために日々の仕事を探究し続けることです。
そ

ゲームタイトルの収益を義援金として寄付いたしました。被

のためにはまず、私たち自身が感動できるハートを持ち合

災地の一日も早い復興をお祈りするとともに、私どもの取り

わせていなければあらゆる人々を感動させることなどでき

組みにご賛同くださった世界中のユーザーの皆さまに感

ません。
つまり、
私たちのＣＳＲというのは、
あらゆる人々に夢

謝いたします。

と感動を与えるために自分自身の感度やマインドを磨き続

また、今夏、政府が要請している｢夏期の電力需給対

け、
それを企画開発やサービスにつなげていくことであると

策｣に則り、大口需要家である本社地区および対象のア

考えています。
そうすることで、
間違いなく一人ひとりのコン

ミューズメント施設においてピーク時の電力使用量を昨年

プライアンス意識も磨かれ、
自然とお客さまを中心に物事を

対比で２０％削減することを目標として節電に取り組んで

考えることのできる最強のエンタテインメント集団になれる

います。
これらと同時に、
アミューズメント施設各店舗にお

と信じています。

いても、今夏の電力需要の状況に応じて、節電対応を
行っております。

企業には、健全な企業経営による企業価値向上や利
益の創出を図りながら、社会が抱える様々な課題解決に
向けた取り組みが期待されています。私たちはその声に

近年のエンタテインメント業界を取り巻く環境は、新たな

耳を傾け、
期待に応え続けることで真に社会に必要とされ

プラットフォームの台頭に象徴されるように、遊びや遊び方

る企業でありたいと考えています。
これまでも、
時代やお客

の多様化が急激に進み優勝劣敗の加速化が鮮明になる

さまの変化・進化とともに、
あらゆるお客さまを感動させるた

など、
これまでにない構造的な変化に直面しております。
し

めの工夫を積み重ねてきました。今後も、遊びを創り出す

かし、
どのように経営環境が変化しようとも変わらないもの

エンタテインメントのプロとしての誇りを持って、
世界中のあ

があります。それは設立以来５０年に渡り、私たちが貫く

らゆる人々に夢と感動溢れるエンタテインメントを提供し、

「創造は生命（いのち）」
という社是の精神であり、遊びを

豊かな社会の実現と文化の創造に貢献してまいります。

創り出すエンタテインメントのプロとして、
あらゆる人々に笑
顔と感動をお届けしたいという私たちの想いと誇りです。
そして、
この想いを貫き続けることが、
グループ経営理念を
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世界中に笑顔と元気を
お届けします

笑顔溢れる社会づくりに
貢献します

東日本大震災により、被災された方、
そのご家族・関係

当社では、
ネットワークを通じた“喜び”“楽しみ”“感動”を

者の皆さまに、
心よりお見舞い申し上げます。

感じていただけるコンテンツの提供を通じ、
明るく豊かな気
持ちを生む社会づくりに貢献することを目指しております。

当社では、
社員への募金を募るほか、
被災地域で営業

当社においてもセガサミーグループの一員としての

されている玩具販売店さまを通じて、玩具数百点を寄贈

CSR活動を意識して、
グループにて取り組んでいる絵本

させていただきました。被災されたお子さまとご家族に一

を届ける運動をはじめ、東日本大震災における被災地支

日も早く笑顔が戻ることを願っております。
また、新たに「ボランティア休暇制度」
を導入し、社員の

援復興プロジェクトの一環であるグループ社員募金、宮

社会貢献活動の参加をバックアップしております。

城県東松島市におけるボランティア活動に積極的に協力

今後も環境や安全性に

しております。
今後もエンタテインメント

配慮しながら、玩具を通じ

の提供とともに、
セガサミー

てこれまでにない新しい価

グル ープ の 一 員として

値を創造し、社会の文化

CSR活動を推進してまい

の発展、繁栄に貢献して

ります。

まいります。

株式会社サミーネットワークス
代表取締役社長

株式会社セガトイズ
代表取締役社長

大野 政昭

鈴木 義治

明るく豊かな社会づくりに
貢献します

アニメーションで社会を豊かに

当社では、
常にパイオニア精神のもと、
エンタテインメント

当社は、
「それいけ！アンパンマン」
をはじめ世代を超えて愛

としての商品づくりを通して明るく豊かな社会づくりに貢献

されるアニメーション作品の作り手として、
健全な経営を通じて

することを根底にＣＳＲ活動を実践しております。

社会から信頼されることはもとより、社会の要請に応えられる

名古屋で行われているマラソン大会への協賛、
桜の植

企業でありたいと考えております。

樹、献血活動などをはじめ、東日本大震災における義援

2010年より展開を開始した小児医療向け端末「スマイル

金の寄贈、救援物資の輸送などを行っております。
さら

タッチ」はお蔭様で徐々に利用が広がり、医療現場の負担軽

に、夏期節電対策を掲げ、全社を挙げて節電に取り組ん

減に活用いただいています。

でおります。

また東日本大震災の支援に関しては、有限責任事業組合

今後もＣＳＲ活動を通じ、

アンパンマンデジタル
（略称：

笑顔溢れる、明るく豊かな

APDLLP）
を通じてアンパ

社会づくりに広く貢献して

ンマンの着ぐるみショー
（観

まいります。

覧無料）
を展開するなど、
今後とも、
アニメーションを
核とした様々なサービスを
提供しつつ、社会に貢献で
きるよう努めてまいります。

タイヨーエレック株式会社
代表取締役社長

株式会社トムス・エンタテインメント
代表取締役社長

甘利 祐一
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東日本大震災に伴うセガサミーグループの対応

２０１１年７月３１日現在

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災により、犠牲となられた皆さまに、深く哀悼の意を表するとともに、被災された方、
そのご家族・関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
震災の影響によりセガサミーグループ各社の商品、
サービスの発売延期等で、
お客さま、
お取引先さまにご迷惑をおかけしま
したことをお詫びいたします。
また当グループ各社の営業継続に対して多くの方々より支援を賜りましたことを心より感謝申し上
げます。
セガサミーグループでは、
この震災による被災者の救済並びに被災地の復旧・復興に役立てていただくため、義援金の寄
贈に加え、
グループ各社にて本業を通じた支援活動に取り組んでいます。
被災地の皆さまが一日も早く震災前の生活を取り戻せるよう、
グループ一丸となって被災地の皆さまの支援に尽力してまい
ります。

■ 当社グループの被災状況について
●

人的被害状況

●

ロデオ小山工場にて建物の損壊がありましたが、6月には復旧し
ています。

当社グループにおいて人的被害は無く、社員の無事が確認でき
ています。
●

生産拠点の被害状況

営業拠点（オフィス）の被害状況

●

店舗（アミューズメント施設）の被害状況
地 震 発 生に伴うお客さまの 人 的 被 害はありませんでした。
セガ、AGスクエア、
セガ ビーリンクの東北関東地域の計28店舗
が、地震発生直後から営業を休止しましたが、
お客さまの安全が
確保できると確認できた店舗より、順次営業を再開しています。

東北・関東地方の営業拠点では、建物の損壊など被害の大き
な営業所が一部ありましたが、順次復旧し4月初旬までにすべ
ての営業を再開しています。

■ 被災地域への緊急および復興支援について
●

義援金、募金

●

●

物品寄贈

●

社員ボランティア
宮城県東松島市において6月末から7月にのべ60名の有志ボ
ランティアを送り、
民家の泥のかき出しなどの活動を行いました。
この活動は今後も継続して行っていきます。

被災地の子どもたちを支援するNPO法人日本クリニクラウン協
会等の非営利団体との協働により、
セガトイズのおもちゃとセガ
のぬいぐるみを子どもたちに届けるほか、病院や施設等に寄贈
しました。
●

東京ジョイポリスにご招待
関東圏で避難生活を送られている被災者の方々をセガが運営
する東京ジョイポリスにご招待しています。

当社グループ各社からの義援金のほか、社員による募金活動を
実施し、合計で約2億3,000万円を寄贈しました。

商品の売り上げ寄付による支援活動
当社グループの製品・サービスの販売等を通じた支援活動を実
施し、
日頃よりご愛顧いただいておりますお客さまにもご参加いた
だくことで、
お客さまと一体となった支援活動に取り組んでいます。
セガのゲームソフト、
アミューズメント施設の売り上げの一部、施
設における募金箱や、iPhone等に提供するゲームタイトル購入
を通じた募金活動など、国内に留まらず海外にまで広がってお
り、現在までに5,300万円を超える寄付をしました。

■ 節電への対応について
夏期の電力供給不足に関して、
グループとして積極的に節電に協力してまいります。セガ、
サミーの取り組みは、P59・61をご覧ください。

今後の震災対応に関する情報は当社WEBサイトで開示いたします。

http://www.segasammy.co.jp/japanese/etc/action/
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グループ概要
セガサミーグループは、株式会社セガとサミー株式会社を中心として家庭用ゲームソフト、モバイルPC向けゲーム、玩
具、
アニメーション、携帯電話コンテンツなど幅広いエンタテインメント領域で事業展開する総合エンタテインメント企
業グループです。
1951年創業のゲームメーカーのセガと1975年設立のパチンコ・パチスロメーカーのサミーが世界的な総合エンタ
テインメント企業を目指して2004年に経営資源を統合し、
セガサミーグループとなりました。私たちは、大人から子ど
もまで幅広い年代のお客さま、国内、海外のお客さまに創造性溢れるエンタテインメントを提供し続けています。

セガサミーホールディングス会社概要

アミューズ
機器事メント
業

ント
ズメ 業
ー 事
設

アミ
ュ
施

〒105-0021
東京都港区東新橋一丁目9番2号
汐留住友ビル21階

設立

2004年10月1日

資本金

299億円（2011年3月31日現在）

代表取締役会長兼社長

里見

事業内容

総合エンタテインメント企業グループ
の持株会社として、
グループの経営管
理およびそれに附帯する業務

●パチンコ・パチスロの
開発・製造・販売

タイヨーエレック（株）

（株）セガトイズ

●パチンコ・パチスロの
開発・製造・販売

治

●玩具の開発・
製造・販売

（株）サミー
ネットワークス

（株）
トムス・
エンタテインメント

●携帯電話
コンテンツの
企画・配信

●アニメーション・
映像の制作

業

本社所在地

●アミューズメント
機器の開発・
製造・販売
●アミューズメント
施設の開発・運営
●ゲームソフトウェアの
開発・販売

サミー（株）

事

セガサミーホールディングス株式会社

マ

社名

遊技
機事
業

（株）セガ

コン

シ

ュ

ー

事業データ
■ 売上高

■ 経常利益／経常利益率

（億円）
6,000

（億円）
800

5,000

17.2

600

4,292

4,000

3,967

3,847

3,000

10

9.3
200

1,000
09

10
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0

（年3月期）

■ 事業別売上高構成比

1.5
09

10
経常利益（左軸）

11

0

（年3月期）

経常利益率（右軸）

■ 従業員数

その他事業
31億円
0.7％
コンシューマ事業
888億円
22.4％
アミューズメント
施設事業
456億円
11.5％

5

66

■
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15

359

400

2,000

0

（％）
20

681

（人）
8,000

遊技機事業
2,120億円
53.4％

7,000

6,856

6,000

6,236

6,000

5,000
4,000
3,000
2,000

アミューズメント機器事業
472億円
11.9％

Company Profile

1,000

9

09

10

11

（年3月期）

セガサミーグループ 会社一覧

社名

株式会社 セガ

社名

サミー株式会社

本社所在地

〒144-8531
東京都大田区羽田一丁目2番12号

本社所在地

〒170-6029
東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
サンシャイン60 29階

株式会社セガ
サミー株式会社
● 株式会社サミーネッ
トワークス
● 株式会社セガトイズ
● 株式会社トムス
・エンタテインメント
● タイヨーエレック株式会社
● 株式会社ウェーブマスター
● 株式会社AGスクエア
● 株式会社オアシスパーク
● 株式会社銀座
● 株式会社サミーデザイン
● セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社
● 株式会社セガ ビーリンク

株式会社セガ・ロジスティクスサービス
株式会社ダーツライブ
● 株式会社ダーツライブゲームズ
● 株式会社テレコム
・アニメーションフィルム
● 株式会社トクシス
● 株式会社トムス
・フォト
● 株式会社トムス
・ミュージック
● 日本マルチメディアサービス株式会社
● インフィニトーク株式会社
● 株式会社patina
● 爆丸有限責任事業組合
● マーザ
・アニメーションプラネット株式会社
● 株式会社ロデオ

国内

●

●

26社

●

●

（2011年8月1日現在）

Sports Interactive Ltd.
The Creative Assembly Ltd.
● The Creative Assembly International Ltd.
● Sega (Shanghai) Software Co., Ltd.
● 世嘉
（上海）電子機械商貿有限公司
● 精文世嘉
（上海）有限公司
● 北京世嘉無線娯楽科技有限公司
● Sega Amusements Taiwan Ltd.
● SEGA PUBLISHING KOREA LTD.
● SEGA TOYS (HK) CO., LTD.
● TMS MUSIC
（UK）LTD.
● TMS MUSIC
（HK）LTD.

Sega Holdings U.S.A., Inc.
Sega of America, Inc.
● SEGA Publishing America, Inc.
● Sega Holdings Europe Ltd.
● Sega Europe Ltd.
● Sega Amusements Europe Ltd.
● Sega Benelux B.V.
● Sega France S.A.S.
● Sega Germany GmbH
● Sega Consumer Products S.A.
● Sega Australia Pty Ltd.
● Sega Publishing Europe Ltd.

海外

●

●

24社

●

●

（2011年8月1日現在）

■ 総資産／純資産（資本）

■ 営業利益／営業利益率
（億円）
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（％）
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500

25

4,000

400
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367

300
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0
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09
■

10

営業利益（左軸）

15
10

9.5

84

100

17.3

5
11

コンシューマ
事業
2,093人
34.9％

4,232

4,586

2,425

2,568

2,855

2,000
1,000
0

0

（年3月期）

09

営業利益率
（右軸）

■ 事業別従業員構成比
その他
234人
3.9％

3,000

4,239

10
■

総資産

■

11

（年3月期）

純資産（資本）

■ 研究開発費・コンテンツ制作費
（億円）
900

遊技機事業
1,403人
23.4％

596

600

アミューズメント
機器事業
1,662人
27.7％

415

300

アミューズメント施設事業
608人
10.1％

0

10

09

10

411

11

（年3月期）
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Company Profile

事業概要

遊技機事業

主要グループ会社

遊技機事業はパチンコ遊技機事業とパチスロ遊技機事業
で構成されています。
サミー社を中心にマルチブランドを展開し、幅広いファン
のニーズに応える製品を供給しています。
1982年に市場参入したパチスロ遊技機事業では斬新な
遊技性と先進性を持った機器で業界をリードし、パチンコ
遊技機もさらなる開発力の強化により、市場におけるプレ
ゼンスの向上を目指し両事業ともに市場の活性化に寄与
する機械の開発・供給に取り組んでいます。
CRブラックラグーン

売上高／営業利益

Ⓒ広江礼威・小学館／
BLACK LAGOON製作委員会

（億円）
2,500

（億円）
750

2,000

600

1,500

450

1,000

300

500

150

0

09

10

■ 売上高
（左軸）

11

0

（年3月期）

パチスロ旋風の用心棒〜胡蝶の記憶〜
Ⓒ黒澤プロダクション/Sammy・電通・ぴえろ・NTV
ⒸSammy ⒸRODEO

トップワン
（サミーデザインがデザインしたホール）
ぱちんこCR ALADDIN NEO
小さな皇女と天魔の都

営業利益（右軸）

ぱちんこCR北斗の拳剛掌(ラオウ)
Ⓒ武論尊・原哲夫/NSP 1983,
ⒸNSP 2007 版権許諾証SAF-308
ⒸSammy

セガサミー
売上高／営業利益
（億円）
1,000

（億円）
100
50

500
0

0
‒50

‒500
‒1,000
■

09

10

売上高（左軸）

ジョイポリス

クラブセガ

AGスクエア

ダイニングダーツバー Bee

‒100

11 （年3月期）

営業利益（右軸）

クラブセガやＡＧスクエアなどのアミューズメント施設にて
お客さまのニーズを捉えたゲーム機の構成とサービスの充
実により快適なプレイ環境を提供しています。また、知育要
素をあわせもったファミリー向け施設の展開や立地および
ターゲットに即した店舗開発、施設運営を行っています。
さらに、国内最大級の屋内型テーマパーク「ジョイポリ
ス 」、ダ ーツをメインコンテンツに飲 食 も 充 実 させ た
「Bee」など、幅広い施設展開を行い、遊びを通じたコミュ
ニケーションの場を提供しています。

アミューズメント施設事業
SEGA SAMMY GROUP CSR Report 2011

Company Profile

11

主要アミューズメント施設

主要グループ会社

アミューズメント機器事業
卓越した開発力を武器に、革新的な製品を他に先駆けて
世に送り出すことでマーケットの発展に貢献し、幅広い
ユーザーニーズを満たす製品のフルラインナップ体制を
構築しています。なかでもネットワーク対応型ゲーム等の
高付加価値製品を強みとし、アミューズメント市場の活性
化を目指し、新たなビジネスモデルの導入にも注力して
います。

DARTSLIVE-100S

DARTSLIVE2

売上高／営業利益
（億円）
800

アラビアンエンジェル

600

90

400

60

200

30

0

『戦国大戦』
©ＳＥＧＡ

（億円）
120

09
■

10

売上高（左軸）

11

0

（年3月期）

営業利益（右軸）

ⒸＳＥＧＡ

グル ープ
売上高／営業利益
（億円）
1,500

（億円）
80

Zoobles!

ⒸSEGA TOYS / SPIN MASTER /
ZOOBLES COMMITTEE

1,000

40

500

20

スマイルタッチ

0

0
Sonic Night of the Werehog
〜ソニック＆チップ 恐怖の館〜

‒500

09

ⒸSEGA/ⒸSEGASAMMY VISUAL ENTERTAINMENT INC.

■

ソニック・ザ・ヘッジホッグ

10

売上高（左軸）

11

‒20

（年3月期）

営業利益（右軸）

ⒸSEGA

家庭用ゲームソフト事業は、
「ソニック」シ
リーズをはじめ、数多くの有力タイトルを擁
し、
「セガ」ブランドは世界中で高いブランド
力を確立しています。製販一体による事業
龍が如くＯＦＴＨＥＥＮＤ
ⒸＳＥＧＡ

キングダムコンクエスト
ⒸＳＥＧＡ

主要グループ会社

サミー７７７タウン

Ⓒ2005 BONES/Project EUREKA
ⒸSammy Ⓒ2009 NBGI

名探偵コナン
沈黙の１５分
（クォーター）
Ⓒ 2011 青山剛昌/
名探偵コナン製作委員会

体制の構築と日米欧地域間連携の強化によ
りさらなるグローバル展開を行っています。
このほか、セガおよびグループ会社は、携帯
電話・PC向けコンテンツ事業、玩具事業、映
像事業等を展開しています。

コンシューマ事業
12

SEGA SAMMY GROUP CSR Report 2011
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世界中の人々に夢と感動を与える

セガサミーグループの製品・サービス
セガサミーグループは様々なシーンで社会とつながっています。
今後もさらなる価値を社会に提供することを目指します。

17

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
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1
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1

ボーダーブレイク
エアバースト Ver.2.0

1

1

クラブセガ

2

3

4

パチスロ旋風の用心棒
ファンタシースター
〜胡蝶の記憶〜
ポータブル2 インフィニティ

4

4

4

5

6

キングダムコンクエスト

７７７タウンドットネット

9

6

5

Zoobles!

Sonic Night of the Werehog
〜ソニック＆チップ 恐怖の館〜
ソニック カラーズ

CRブラックラグーン

ぱちんこCR ALADDIN NEO
小さな皇女と天魔の都

スマイルタッチ

ぱちんこCR北斗の拳剛掌
（ラオウ）

7

頭文字D
ARCADE STAGE 6 AA

8

サミー７７７タウン

AGスクエア
爆丸

ボーダーブレイク エアバースト Ver.2.0ⒸＳＥＧＡ・ 頭文字D ARCADE STAGE 6 AAⒸしげの秀一/講談社ⒸSEGA All manufacturers,cars,names,brands associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.・
ソニック カラーズⒸＳＥＧＡ・ファンタシースターポータブル2 インフィニティⒸＳＥＧＡ・ CRブラックラグーンⒸ広江礼威・小学館／BLACK LAGOON製作委員会 ・パチスロ旋風の用心棒〜胡蝶の記憶〜Ⓒ黒澤プロダクション/Sammy・電通・ぴえろ・NTV ⒸSammy ⒸRODEO ・
ぱちんこCR ALADDIN NEO 小さな皇女と天魔の都ⒸSammy ・ぱちんこCR北斗の拳剛掌
（ラオウ）
Ⓒ武論尊・原哲夫/NSP 1983, ⒸNSP 2007 版権許諾証SAF-308 ⒸSammy ・サミー７７７タウン Ⓒ2005 BONES/Project EUREKA ⒸSammy Ⓒ2009 NBGI ・
Sonic Night of the Werehog 〜ソニック＆チップ 恐怖の館〜ⒸSEGA/ⒸSEGASAMMY VISUAL ENTERTAINMENT INC. ・ Zoobles!ⒸSEGA TOYS / SPIN MASTER / ZOOBLES COMMITTEE ・ 爆丸ⒸSEGA TOYS/SPIN MASTER/BAKUGAN 3 PROJECT ・テレビ東京 ・
それいけ！アンパンマン すくえ！ココリンと奇跡の星Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV Ⓒやなせたかし/アンパンマン製作委員会 2011 ・ 名探偵コナン 沈黙の１５分
（クォーター）
Ⓒ 2011 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会
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物流サービス
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それいけ！アンパンマン
名探偵コナン
すくえ！ココリンと奇跡の星 沈黙の１５分
（クォーター）

DARTSLIVE-100S

DARTSLIVE2

ジョイポリス
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特 集 1 （SEGA）

あらゆるお客さまへ

夢と感動をお届けするために
─ 開発にかける想い ─

セガは、革新的なアイディアとそれを具現化する高い技術力により、
家庭用からアーケードゲームまで、幅広くエンタテインメントを提供し
ています。本特集では、時代を象徴するアーケードゲームの開発担当
者の開発にかける想いをご紹介いたします。

大人から子どもまで誰もが知るＵＦＯキャッチャーは、1985年に初代が登
場し、
これまで多くのお客さまに親しまれてきました。様々な進化を遂げ今
では8代目のＵＦＯキャッチャーが活躍、2010年には『ＵＦＯキャッチャーダ
ブル』
という2つのアームで商品が狙える次世代のマシンが登場しました。
セガのプライズマシンの象徴ともいうべきこのＵＦＯキャッチャーの企画・開
発に携わる開発者の想いを聞きました。

“ドキドキ感”を大切にしたものづくり

開発・設計のこだわり
安全面
コイン返却口や景品取り出し口は、
指や手を挟まないよう調
整し、
機器の角はすべてとりました。
また、
お子さまにも景品が
見えるようガラス面を大きくし、
ボタンも押しやすい位置に変
更するなど、
誰もが安全で遊びやすい機器を目指しています。

運用面
お客さまへの安全や使いやすさはもちろん、
店舗での運用に
も配慮した開発・設計をしています。店舗では女性スタッフが
多いことから、
アームの交換が工具を使わずに容易にできる
よう設計するなど、
女性でも扱いやすいよう、
様々な工夫を施
しています。

環境面

ＵＦＯキャッチャーの一番の面白さと醍醐味は、
誰もが体験したことのある、
あの“ドキドキ感”。アームが下りてきた時、景品が少し動いた時のあの“ドキド
キ感”を大切に、
企画・開発しています。最近では、
お客さまのニーズも変わり、
大型の景品が登場し始め、
お客さまからは
「大きな景品は１つのアームでは
取りづらい」
という声が上がるようになりました。
そこで考えたのがアームが２つ
ある
「ＵＦＯキャッチャーダブル」。アームが２つあれば、
「取りやすいかもしれな
い」
というドキドキ感とともに、攻略法を練る楽しみやグループで楽しむケース
も生まれると思ったからです。実際にゲームセンターで、
１つ目のアームはお子
さんが、
２つ目はお父さんが、
そんなコミュニケーションを見た時は本当に嬉し
かったです。
ＵＦＯキャッチャーには歴史と伝統があるの
で、変えて良いところ、変えてはいけないこ
とがあると思いますが、
お客さまの「この景
品が欲しい」
という気持ちを大切にした企
画・開発の視点は変わらないと思いま
す。これからもお客
さまにもっと“ドキドキ
感”を味わってい
ただくために
新しいものを
生み出していきた
いと思います。

UFOキャッチャー8 secondでは、
照明をすべてLED化するこ
とで消費電力を大幅に削減しています。
UFOキャッチャー8
350w

株式会社セガ
開発生産統括本部
第四研究開発本部
プロダクト研究開発部

UFOキャッチャー8 second
145w

生田目 有理

※UFOキャッチャー8 secondは、
2011年10月下旬発売予定です
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セガは様々なアミューズメント機器を通じて、多くの
ムーブメントを起こしてきました。近年では、
ネットワー
クを活用した製品を数々生み出し、店舗間での対戦
やモバイルとの連動という新しい遊びを創出している
ほか、施設事業者の投資効率を重視した機器開発
やビジネスモデルの構築にも着手しています。
その中でも、発売から２年を経過した現在も根強い
人気で行列が続く最大10人対10人で楽しめるオンラ
イン対戦ゲーム
『ボーダーブレイク エアバースト』
（以
下ボーダーブレイク）。過去の対戦結果を専用ICカー
ドに記録することで、同レベルのユーザーをオンライン
上でマッチングさせてくれるのが大きな特徴のひとつ。
また、アーケードゲームでは珍しい時間課金制を導入
するなど、様々な魅力を満載したこのゲームの魅力や
開発にかける想いを、開発プロデューサーと筐体設
計者に話を聞きました。

ボーダーブレイクを通して提供したかった楽しさと新しい価値
あらゆるお客さまが活躍でき、
自身の役割を感じてもらえる、オンライン対戦の魅力
ボーダーブレイクには、
オンライン上で同レベルの対戦相手を見つけたり、
パーツをカスタマイズして
オリジナルキャラクターを作り出せるなど、
様々な魅力を持たせました。何より楽しんでいただきたかった
のは“チーム対戦のおもしろさ”。
１対１の対戦では負けるととても悔しい。
かといって1,000対1,000で
は自分の存在意義を見出せません。
それが10対10だと勝ったときに自分の活躍を感じられ、
負けた時
にはチームの責任となる。
それがこの人数での対戦ならではの魅力だと思います。
そして、
ゲームならではの魅力とは別に、
アーケードの場を通してお客さまに提供したかったものは、
チーム対戦によって得られる各自の役割です。
これまでのゲームは上手い人が活躍するものでした
が、
ボーダーブレイクでは自分の役割を持ち、
得意な分野で楽しむことができる。ゲームが上手い人
にもそうでない人にも、
誰にでも楽しんでもらえる、
とにかくゲームセンターには自分の活躍する舞
台があるというものにしたかったのです。
それこそがオンラインでのチーム対戦の魅力であり、
従来の技術では実現できなかった新しいゲームの在り方だと思います。
この私たち開発スタッフ全員の想いはお客
さまにも伝わったようで、
多くの方に楽し
んでいただけ本当に嬉しいです。

株式会社セガ
開発生産統括本部
第二研究開発本部

下田 紀之

ゲームの楽しさを支える筐体の設計・開発
筐体の設計において、
特にこだわった点、
配慮した点は、
コントローラーの操作の快適性と耐久性で
す。
このゲームの楽しさのひとつは、
ロボットを自分の思い通りに動かすこと。
その快適な操作を担うのは
筐体とコントローラーです。
ですから、
この部品がすぐに壊れたり、
故障するようでは、
お客さまの楽しみ
を損なうばかりでなく、
店舗の運営にも支障をきたします。
そのため部品は耐久性の高いものを選定
し、
耐久試験も何度も繰り返しました。試験で消耗する箇所をとにかく探り改善を繰り返したおか
げで、
発売から２年経った今でも問題なく、
お客さまに楽しんでいただいていま
株式会社セガ
す。自分が設計した筐体でゲームを楽しむお客さまの姿を見るとやはり嬉しい
開発生産統括本部
第四研究開発本部
です。
これからも、
ゲームを楽しく快適にプレイできる環境を提供していきたい
プロダクト研究開発部
と思います。

木村 聡史
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特 集 1 （SEGA）

あらゆるお客さまへ

夢と感動を

お届けするために

施 設での 取り組み
「ジョイポリス」をはじめ、
「セガワールド」
「クラブセガ」などのアミューズメント施設を全国に展
開するセガでは、
あらゆるお客さまに楽しんでいただくために地域特性やご来店されるお客さま
の層に合ったサービスを追求するために工夫を凝らした店舗運営を行っています。

セガワールドドリームファクトリー

Voice
店舗責任者の声

普段体験できない喜びをお客さまに
体験して欲しい
セガワールドドリームファクトリーには、
地域がらお子
さま連れのファミリーからシニアの方々まで幅広い層の
お客さまがご来店されます。当店では、
あらゆるお客さ
まに楽しんでいただくために誰もが気軽にプレイできる
ゲーム機を中心に取り揃えているほか、
お客さま目線
のコミュニケーションを重視した接客、小さいお子さま
にも安心して遊んでいただけるための空間づくりに取
り組んでいます。
私たちは、
お客さまにもっともっと楽しんでいただき、
「また来たい」
と思ってくださるお客さまを一人でも増や
していきたいと考えています。
これからもお客さまと感
動を分かち合うために、
スタッフ一丸となってお客さま
の満足を追求していきたいと思います。

株式会社セガ
セガワールドドリームファクトリー
店長

井上 武雄

地域特性やお客さまの
層に合せた施設づくり

お客さまと感動を分かち合える
お店づくり

お子さまが手軽にクッキーづくりを
楽しめるクッキングスタジオを設けて
います。5年前のオープン当初から
リピーターが多く、母の日などのイベ
ント時はたくさんのお子さまでにぎわ
います。

お客さまが景品を獲得された時はス
タッフが真っ先に駆け寄って一緒に
なって喜びます。お客さまに普段体
験できない喜びや感動を体験してい
ただくためのコミュニケーションを積
極的に図っています。

安心・安全への配慮

お客さまに感動していただく
ためのスタッフの育成

買い物カートやベビーカーが通りやす
いようなスペースづくりや配線の出っ
張りを低くするなどの配慮を徹底して
います。今後は、小さいお子さまが多
いことに配慮し、
ゲーム機を清潔に保
つための掃除の徹底や安心・安全へ
の取り組みをさらに強化していきます。

お客さまに感動していただける接客
を目指し、
毎週接客目標を決めてロー
ルプレイングをスタッフ同士で行って
います。
「また来たい」
と思ってくださ
るお客さまを一人でも増やすためにス
タッフの育成に力を入れています。
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2010年2月にオープンしたクラブセガ秋葉原 新館は、
コアなゲームファンが多い秋葉原の中でも、男女を問わず、
中高生から外国人観光客の方まで幅広い層に楽しんでいただくことをコンセプトにしたお店づくりを行っています。
エアホッケーやプリントシール機、
ＵＦＯキャッチャーなどグループや女性でも気軽に楽しめるコーナーを設けるほ
か、往年のセガファンにも楽しんでもらえるような懐しい名作ゲームコーナーも設けています。
なかでも当店での一番の人気は、
『ボーダーブレイク』。10対10で遊ぶことができるこのゲームの特徴を最大限
に引き出すための空間づくりにこだわっています。

『ボーダーブレイク』
はメンテナンスが最重要なゲームです。他のゲーム機より
もメンテナンスの頻度は高く、
行き届いた毎日のメンテナンスが必要です。
という
のも、
このゲームは複数人で楽しむゲーム。仮にゲーム中にコントローラーが故
障すれば、
もうその対戦は二度と取り戻すこと
ができないからです。お客さまの大切な一度の
対戦を守るために、
日々のメンテナンスは欠か
せません。
そのほか、
ゲーム機1台1台の間隔
や導線の作り方、他のお客さまのプレイを見
て楽しみ、
参考にすることができるようモニター
を数台設置するなど、お客さまとのコミュニ
ケーションから得たご意見やご要望をもとにお
客さまが快適に楽しめる細やかなサービスを
お客さまとのコミュニケーションにより設
置したライブモニター
徹底しています。

レバー部分のメンテナンスは特に重要。
日々のメンテナンスは
欠かせません。

クラブセガ秋葉原 新館

Voice
店舗責任者の声

圧倒的にお客さまに感動してもらえる
お店づくりを目指して
私が目指す理想のお店は、
圧倒的にお客さまに感動して
もらえるお店です。
そのためには、
お客さまが気づかないほど
の快適さを提供する地道な努力や細やかな配慮、
そしてお
客さまの期待をはるかに超えたサービスや対応が必要にな
ります。
これからもスタッフとチームワークを発揮しながら、
お
客さまに感動体験していただけるお店を追求していきます。

株式会社セガ
クラブセガ秋葉原 新館
店長

田村 男康
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特 集 2 （Sammy）

サミーの

夢と感動 を カタチ に
─ パチンコができるまで ─

サミーはこれまで、
「サミーだからできる、サミーにしかできない」ものづくりやサービスを追求し、斬新かつエンタ
テインメント性の高い製品を数多く開発してきました。
ここでは、サミーの品質へのこだわりを２０１１年に発売の
新機種「ぱちんこCR ALADDIN NEO 小さな皇女と天魔の都」ができるまでの工程を通してお伝えします。

企画・
製品開発

お客さまに夢と感動をお届けするための
体制強化を図っています。
すべては、遊びを通じてお客さまに夢と感動を届けたい−。
それが、失敗を恐れず何事にも挑
戦する社風を素地に、既成概念にとらわれない独創性と先見性で数々のヒット機を創出してき
たサミーの開発チームのプライドです。
サミーでは、企画・開発段階の早期から多様化する市場環境やニーズを的確に捉えたマー
ケット・インの手法を強化し、開発・営業・生産が三位一体となった妥協を許さない厳しい品質管
理体制を導入しています。

▶ＩＰの開発や音と映像を駆使した演出の研究
サミーは遊技性の幅を拡げユーザーの皆さまの遊技意欲に影響を及ぼす版権取得やオリジ
ナルキャラクターの開発に積極的に取り組むほか、今までにない感動を味わっていただくために
音と映像を駆使した演出を研究しています。

Voice
開発者の声

今までにない感動を味わっていただくために
私たちが日々開発に取り組む上で大切にしていることは、
ユーザーやホールの皆さま
の声に耳を傾け徹底的に市場のニーズを把握すること。
そして、
そのニーズを超えたとこ
ろで、
いかにユーザーやホールの皆さまの事前の期待や想像をプラスに裏切ることがで
きるかを考えたものづくりを行っています。
そのため私たちは常に
「新しいことはサミーか
ら」
の信念のもと、
積極的に新しい技術の導入を試みています。
これからも
「積極進取」の精神で、
様々なジャンルのユーザーさまに心から楽しんでも
らえる製品を創出していきたいと思います。
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▶ 法的規制に対応したものづくり
製品を販売する際は、
「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律施行規則」
（以下風適法施行規則）
に基づく複数の許認可プロセス
を経ることが義務付けられています。
まず、保安電子通信技術協会
（保通協）
に型式試験申請を行い、材質・性能・遊技性などが風適法施行規則で定め
る規格に適合している旨の適合認定を取得します。その後、各都道府県公
安委員会の検定を取得した後、
ホールさまに販売・納入します。
■ 遊技機の許認可プロセス

1. 型式試験申請
2. 型式試験結果交付

保安電子通信技術協会
（保通協）

3. 型式検定申請
4. 検定通知書交付

各都道府県公安委員会

遊技機メーカー

5. 契約・納品

パチンコ・
パチスロホール

8. 営業開始

7. 認可

6. 承認申請

所轄警察署

設計

不正防止対策

※１

検定申請

TOPIC

保通協申請

設計段階では、
ゲー
トごとに設けた厳しい
基準のもと、基準を満
たすまで幾度も作り込
みを行います。
試作機テスト、仕様
設計の最終打合せを
経て申請段階に進み
ます。

製品の量産・販売に必要
な各種申請を行い、
適合認定
を取得したうえで、次の営業・
生産段階に進みます。
※2

環境への取り組み【設計・開発段階】

遊技機の射幸性の抑制と不正改造の防止を主な柱とし
た
「風適法施行規則等の改正」
が2004年7月より施行され
ています。サミーでは、射幸心を煽るような表現や誤解を与え
るような表現を社内の倫理委員会のもと規制しています。
ま
た、不正な方法で利益を得る、
いわゆる“ゴト行為”を未然に
防ぐために不正対策室を設け、継続的に市場情報の収集を
するなどして不正に強い機械づくりに取り組んでいます。

設計・開発段階においては、鉛フリーはんだ部
品、森林認証材、水系接着剤の採用を進め、環
境負荷の少ない原材料を用いるグリーン調達の
取り組みを行っています。
また、基板の種類を限定して各製品に共通
して使うことができるようにし、資源の有効利用
に取り組んでいます。

※１ 保通協申請とは：遊技機を製造・販売するにあたって、都道府県公安委員会の検定を受けることになりますが、保通協は、都道府
県公安委員会に代わり、遊技機の型式の性能が技術上の規格に照らして適合しているかについての型式試験を実施しています。
※２ 検定申請とは：7号営業用の遊技機には、国家公安委員会が定める技術上の規格があり、
この規格に外れるものは遊技場に設
置することができないとされています。
『検定』
とは、製造業者が、都道府県公安委員会に対し、
自社が開発した遊技機の型式がこ
の規格に適合しているか否かについての審査を申請するものであり、遊技機を量産し全国的に販売を行うにあたって必要不可欠
の手続きになります。
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営 業・生 産 段 階 へ

独自の基準を満たす
ために幾度も作り込みを
重ねています。

各種
申請

特 集 2 （Sammy）

サミーの

夢と感動を
カタチに

営業

─ パチンコができるまで ─

お客さまに製品の特徴を理解していただくための
取り組みを強化しています。

▶ 営業強化の取り組み

生産
〜パチンコの
製造工程〜

▶ 試打会・展示会の実施

ホールの皆さまに製品の特徴をしっかりとお伝

新製品発表時には、
ホールの

えするために機種のスペックや特徴を共有する

皆さまに製品の内容をきっちりと

ための営業説明会を実施しています。
また、
お客

ご理解いただくために試打会や

さまの様々なご要望に対応できる多角的な視点

展示会を開催しているほか、遊

に立った人材を育成するために、
エンタテインメ

技説明シートを作成し、製品の

ント全般に関する幅広い知識を習得するための

特徴をご理解いただくための取

研修を行うなど、
教育体制を整備しています。

り組みに努めています。

ＪＩＳ規格をもとにしたサミー独自の徹底した試験項目を
定め、安全で良質な製品を提供しています。

ベニヤ（盤面）の加工工程

釘打ち・役物の取付け

セル
貼り

ベニヤ板
チェック

セル貼り前

セル貼り後

セル貼り機
ベニヤ反り検知機
パチンコ機の遊技盤とな
るベ ニ ヤ 板 を１枚１枚
「ベニヤ反り検知機」を
通して、
品質チェックを行
います。

型抜き
穴あけ

合格したベニヤ板の表面に糊を塗り、絵柄が印
刷されたセルを「セル貼り機」で貼り付けます。
さらにセルの粘着力を高めるためにコールドプ
レス機で約９トンの圧力を加え２回プレスし、約
２時間自然乾燥させます。

NCルーター機

TOPIC

働く環境の整備

パチンコの製造ラインは自動
化が進んでいますが、
各ラインに
は光センサーが設置され、
危険を
察知すると、
自動的にラインが止
まるように作業の安全性に配慮
しています。
その他、
作業者が疲
れない工夫や働く環境にも配慮
しています。

「釘打ち機」でパチ
ンコ機のゲーム性
を左右する釘を１
本、
１本確実に打ち
込みます。

釘打ち

釘打ち機
釘
チェック

乾燥させたベニヤは多軸ボール
盤でパチンコ機の基準となる穴を
空け、ゲージプレス機で釘の打ち
込み位置の基準となるボス穴を
瞬 時にプレスします。最 終 的に
「NCルーター機」で各種役物取り
付け穴を加工します。

環境への取り組み【生産・廃棄段階】
パチンコは資源有効利用促進法の対象製品です。サミーで
は、
自社の製品フローを整備し、
3R
（リデュース、
リユース、
リサイ
クル）
への取り組みを徹底しています。2010年度は遊技機のリ
サイクル率99.5％を達成しています。
（サーマルリサイクル除く）
生産段階では、
部品調達先に容器包装削減を依頼して廃棄
物発生抑制に努めるほか、生産工程で発生する廃棄物のリサ
イクルや適正処理などに取り組んでいます。
また、
廃棄段階では使用
済みパチンコを適正に処
理するため、
自社台の下取
りを行うほか、業界団体回
収システム等を利用した適
正なリサイクル処理を行っ
ています。
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釘チェック

釘位置画像処理
装置で釘が打ち
込まれたベニヤ
の品質を確認し、
再度「釘チェック」
を行います。

カスタマー お客さまに
サポート ご利用いた
▶ ホールさまへの
サポート体制の充実
他社に先駆けて業界内では
着手されにくかった平日深夜
（19：00〜23：30）
・土日・祝日
のカスタマーサポート体制を構
築し、
ホールさまへのサポート
体制の充実を図っています。

Voice
▶ ユーザーさま向けパンフレットの配布

営業の声

ユーザーの皆さまに心から楽しんでいただくために、
機

お客さまと末永くより良い関係を
築いていくために

私はエンタテインメントに携わるものとして、
常に“楽し
く魅力的な人間”でありたいと思っています。ホールの
皆さまを定期的に訪問し新機種をご提案する時、
また
お客さまのご相談を受ける時等、
あらゆる場面でこれを
心がけることでコミュニケーションや信頼関係の構築に
大きくプラスになっています。
まだまだ至らない部分も
多々ありますが、末永くお客さまとよりよい関係を維
持・向上し、お客さまの サミー株式会社
満足を追求していきたい 営業本部 営業統括部 札幌支店
荒田 将徳
と思います。

種別の詳細情報や遊び方を掲載した小冊子を作成し、
ホールの皆さまのご協力のもと配布しています。
また、
WEBサイトにも機種ごとの特設サイトを設けています。

盤面・外観・動作検査

完成

役物
取付け

ホール・ユーザーの皆さま

各 役 物 の 取 付け
後、液晶を取付け
盤面検査を行った
上で、盤面と本体
枠を組合せます。
検査

役物取付け
レー ル飾り、センター役
物、
アタッカー、
チューリッ
プ等の各役物が取付けら
れ盤面となります。

すべての検査が完了す
ると製品完成です。
⇒製品倉庫⇒出荷
検査員により枠の外観検査、賞
球の払い出し、
玉飛び、
ランプの
検査等、
最終検査を行います。

Voice

カスタマーサポート
センターの声

製品を安心して
だくための環境を整えています。

安心して遊技機を
ご利用いただくために

カスタマーサポートセンターでは、
各種遊技機に
関するホール関係者向けの『お問い合わせ』や
『故障・機械トラブル対応』
を行っています。土・日・
祝日・お盆・お正月休みなどを含め、当社指定
のメンテナンス日を除き、
『 年中無休』
で営業
しており、製品導入後も安心して遊技機を
ご利用いただける環境を整えています。
ま
た、
『お客さまの声』
を収集・分析し、関連
部署へ迅速にフィードバックを行うことで、
一人でも多くのお客さまに楽しんでいただ
ける製品開発へとつなげています。

▶ ユーザーサポートの充実
ユーザーの皆さまから寄せられる様々な声に総
合的にご対応させていただくためにお客さま相談
室を設置するほか、一部市場に流布している根
拠の無い不当な攻略情
報に対し、WEBサイト内
において注意を促すなど
の対策を図っています。

サミー株式会社
営業本部 カスタマーサービス部

田代 壮永
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セガサミーグループのCSR
SEGA SAMMY'S CSR
SEGA SAMMY GROUP CSR Report 2011

セガサミーグループのCSRにおける基本的な考え方
セガサミーグループのCSR活動は、
「私たちは、世界中のあらゆる人々に夢と感動溢れるエンタテインメントを
提供し、豊かな社会の実現と文化の創造に貢献します。」というグループ経営理念のもと、1.健全な経営、2.ス
テークホルダーとのより良い関係、3.企業と社会の持続的発展、の3つの考えを基本として、取り組みを進めてき
ました。
セガサミーグループは、今後もこの3つの考えのもと、ステークホルダーエンゲージメントを意識したCSR活動を
推進していきます。
■ セガサミーグループCSR活動概念図とステークホルダーエンゲージメント

＜グループ経営理念＞

私たちは、世界中のあらゆる人々に夢と感動溢れるエンタテインメントを提供し、
豊かな社会の実現と文化の創造に貢献します。

企業と社会の持続的発展
ステークホルダーとの
より良い関係
ステークホルダーとの
コミュニケーションの機会

●
●

お客さま相談室
各種展示会

お客さま
With
Customers

ショールーム開放
● スポーツ
・文化活動支援
(少年野球教室、
東京JAZZ、
日本メセナ協議会）
●

サプライヤーミーティング
アンケート
● 社内通報制度
● 川越工場見学
●

P32

●

社会

お取引先

With
Society

With
Partners

健全な経営

P52

P38

・コーポレート・ガバナンス
・コンプライアンス
・リスクマネジメント
イントラネット
ＣＳＲレポート･ダイジェスト版
● 社内通報制度(社外窓口）
●

株主総会
各種説明会
● ＷEBサイ
ト・株主通信
●

●

●

株主・投資家

従業員

With
Shareholders and
Investors

With
Employees

P44

P42
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SEGA SAMMY'S CSR
SEGA SAMMY GROUP CSR Report 2011

CSRの浸透・意識の醸成

CSRの推進体制
CSR活動を推進する上で基盤となる健全な経営の実現にあた

CSR活動は、社員一人ひとりがCSR憲章を理解し、
それに沿って

り、
コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、
リスクマネジメントの

行動してこそ、私たちが掲げる「グループ経営理念」を実現できるも

充実を図るため、
ホールディングスにグループCSR連絡会議を設置

のです。
ホールディングスのグループCSR推進室では、
グループすべての

しています。
この会議は、
グループ内のCSR活動に関する調整機能

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

を担っています。

れぞれの理解度に合わせた浸透策を企画し、実行しています。

また、円滑なCSR活動推進のために、
ホールディングスには専門
部署としてグループCSR推進室を設置し、CSR活動に関する統

■ 経営トップの生の声を伝えて

括機能を持たせるとともに、
セガおよびサミーのCSR委員会事務
局、
その他のグループ会社のCSR推進担当者が出席するグルー

経営トップが自ら率先し、
自らの言葉で、社員に対してCSR活動

プＣＳＲ事務局会議を開催し、具体的なCSR活動に関する施策の

の重要性やCSRに対するゆるぎない信念を伝えています。
グループ

検討・実施・評価
（PDCAサイクル）
などを行っています。

各社のトップからも、各事業会社において、適時適切にCSR意識
の重要性を社員に対して伝え続けています。

セガ、
サミーにおいては、各社社長が委員長となるCSR委員会を
組織し、各々のCSR推進計画の指示・承認を行っています。

■ 冊子やポスターを使って

■ セガサミーグループCSR推進体制図

全事業所にCSRポスターを掲示するとともに、
グループ社員には
「グループ経営理念」や「グループCSR憲章」
「グループ行動規

ホールディングス
取締役会

承認・指示

範」などを掲載したCSRの手引きを配付しています。

提案・報告

グループCSR
連絡会議

指示

報告

ＣＳＲの手引き
（社員手帳）

ホールディングス グループCSR推進室

CSRポスター

■ イントラネットを使って
セガ
CSR委員会
事務局

情報共有

パートやアルバイト、契約社員を含む全社員が閲覧できるイン

サミー
CSR委員会

トラネット上においても、様々なCSR情報を提供しています。なお、

事務局

CSRをより身近に感じてもらうために、
ブログやコラムも掲載してい
ます。

セガサミーグループ
イントラネット「COMUNET」

グループCSR事務局会議
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SEGA SAMMY’S CSR
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これまでのCSR活動と今後の展開

重要課題への取り組み

2004年の経営統合後、前述の３つの基本的考えをグループの

セガサミーグループは、社会に存在する企業として、経済的責任

経営理念や方針、
さらには具体的活動にいたるまで組み込んでいく

と社会的責任を果たしていきます。

ことを目指して、翌年に
「グループ経営理念」
「グループCSR憲章」

セガサミーグループの社会的責任とは、健全な経営を行い、
ス

「グループ行動規範」
を制定、全グループ社員への浸透を図ってき

テークホルダーとのより良い関係を築き、社会とともに持続的に発

ました。

展することによって果たすことができると考えています。

2009年にはホールディングス、
セガ、
サミーにおいて重要性の測
定
（マテリアリティ分析）
を実施し
（詳細は
「重要課題への取り組み」

様々なステークホルダーを含む社会が、企業に対して要求するこ

をご覧ください）
、現在グループ全体、
そして主要事業会社であるセ

とや期待することはたくさんあり、
どれも重要なことですが、
すべてに

ガ、
サミーにおいて年度ごとに目標を定め、
着実に実行しています。

一様に応えることは不可能です。
そこでセガサミーグループでは、2009年度、私たちが取り組むべ

これまでの歩み
2004年
10月

き課題を抽出、整理しました。この結果をもとに、2010年度から目
標を設定し、重要課題の進捗管理を実行しています。

セガ、サミー経営統合 セガサミーグループ誕生

より実効的な取り組みができるよう、
グループを統括してホール

2005年
8月

ホールディングスCSR専任部署設立、
「グループ経営理念」
「グループCSR憲章」制定
12月 「グループ行動規範」制定

2006年
4月
10月
12月

CSRハンドブック発行・配付
CSR推進項目策定
CSR推進計画策定

2007年
1月
5月
7月
8月

CSR推進項目の進捗状況チェック
（サーベイ）実施
環境ハンドブック発行
コンプライアンスハンドブック発行
CSRレポート創刊

ディングスが率先して進めるべきことと、事業会社
（セガ、
サミー）
が
本業に沿って進めるべきことを分けて推進しています。

■ 重要課題選定のプロセス
（重要性の測定・マテリアリティ分析）
「社会にとっての重要性
（影響度）」
は、ISO26000
（ISO-SR
（WD3）
）
を
含む各種ガイドライン、調査・格付け機関等が要請している項目から１３６項
目を選び、
それぞれの項目を要請頻度に応じて１０段階に分けて指標化。
「セ
ガサミーグループにとっての重要性」
は、同１３６項目を、企業価値への影響
度合いという観点から、重要度を５段階、優先度を２段階に分けて測定を行
いました。測定は、実際にステークホルダーとの接点があるホールディングス、
セガ、
サミー幹部職員へ対面式面接法にてインタビューを行い、事業活動の
実態に即した課題意識を把握しました。

2008年
4月

CSR推進項目の進捗状況チェック
（サーベイ）実施
「セガの森」誕生（長野県南佐久郡南相木村との間で
「森林の里親契約」を締結）
5月 遊技機業界での取り組み（遊技産業CSR研究会）
8月 CSRレポート2008発行
上場子会社3社へのCSR活動展開
12月 重要性の項目洗い出し

2009年
1月

長野県知事賞受賞（「平成20年度・長野県ふるさとの
森林づくり賞・信州の木利用推進の部」）
「森林CO₂吸収量認証書（長野県認証第1号）」授与
「グループ・コンプライアンス連絡会議」発足
ＣＳＲレポート2009発行
CSRレポート2009ダイジェスト版創刊（全社員へ配付）
「セガの森」での森林整備ボランティア活動をグループ企業に展開
ホールディングス、セガ、サミーでの[重要性の測定]
サミー「ショールーム開放」の活動 100回を突破
ＣＳＲの手引き（社員手帳冊子）
を発行

リスク象 限

重要象限

社会から要求される可能性の
あるリスクへのマネジメント
● 社会との関係構築
● 環境への対応
● 社員の成長と多様性
●

社会にとっての重要性
︵影響度︶

3月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

分析結果

2010年
2月
3月

外部講師によるＣＳＲアップデートセミナーの実施
コンプライアンスハンドブック改訂
森林CO₂吸収量認証書授与
8月 「セガの森 親子森林ボランティアイベント」をグループ企業に展開
ＣＳＲレポート2010発行
9月 ＣＳＲレポート2010ダイジェスト版発行
グループＣＳＲ担当者とＮＰＯのダイアログの実施
を発行
12月 ＣＳＲの手引き（社員手帳）

●

お取引先との関係※1

（社会・環境面への対応）

●

●

経営理念・
コンプライアンス
● 顧客マネジメ
ント
●

ステークホルダーとの
コミュニケーション※2
多様な市場への
対応と配慮※3

留 意 象 限 （将来課題）

（公正な取引）

該当なし

オポチュニティ象 限

セガサミーグループにとっての重要性

2011年
3月

東日本大震災対策委員会発足
社員募金開始
森林 CO₂吸収量認証書授与
6月、7月 グループ社員ボランティア被災地での活動を展開
（のべ 60 名、計 5 回実施）

このうち、
【重要象限】
にある項目を最優先課題として認識して着手するに留まらず、社会から
の要請は高いがセガサミーグループの重要性認識度が相対的に低い項目をセガサミーグルー
プのリスクと捉え、
【リスク象限】
の課題も、できることから順に着手していくことにしました。
※1：お取引先との関係は、重要象限に
「公正な取引」
が位置し、
「 社会・環境面への配慮」
がリスク象限に位置する
※2：留意象限のステークホルダーとのコミュニケーションのうち、｢情報開示｣は重要象限に位置する
※3：留意象限の多様な市場への対応と配慮のうち、｢環境・社会性への配慮｣はリスク象限に位置する
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2010年度目標と進捗・実績／2011年度の目標について
■ セガサミーグループの取り組み
項 目

2010年度目標
・経営者からの継続的なメッセー
ジ発信によるグループ経営理
念の浸透

グループ経営理念・
コンプライアンス
・CSR・コンプライアンス研修
の実施

進捗・実績
●グループ経営理念をグループイントラネットに掲示し、
グループ社員が常時閲
覧可能な体制を整備。
また、
「 CSR項目」
としてグループ経営理念等を社員
手帳冊子に掲載、常時携行可能とし、社員啓発を促進
●経営トップから、社会情勢や業績発表とともに、現実に即した形で社員にわ
かりやすく経営理念の意味と実践についてメッセージを発信【年3回】

主な参照ページ

Ｐ２３〜２６

2011年度目標
・経営者からの継続的なメッセージ
発信によるグループ経営理念の
浸透＜継続＞

●外部講師によるCSRアップデートセミナーの実施
【1回、13社、計54名参加】

・コンプライアンス研修の
実施＜継続＞

●ホールディングス法務担当者による管理職向けコンプライアンス研修
の実施【2回、1社、管理職計32名参加】

・コンプライアンス教育ツール開発

●外部講師によるコンプライアンス推進担当役職員向け研修の実施
【1回､13社 計41名参加】

Ｐ２９

・コンプライアンス教育要員
（社内講師）
の育成

●グループ会社役員向けコンプライアンスセミナーの実施
【6回、20社、役員計114名参加】
●コンプライアンスの課題や施策の共有を目的とした
グループ・コンプライアンス連絡会議、
および同実務部会の開催【各1回】

【2010年度中に追加設定した項目】

社会から要求される可能性の
あるリスクへのマネジメント

・一般的な企業リスクの把握
･社外からの声を聞き、当グルー
プおよび社会的課題を知る

●CSR情報の共有化
社会の動静を察知し、
リスク感度を高める目的でグループ会社のCSR担当
者向け外部講師によるCSR研修の実施に加え、情報媒体
（新聞・雑誌等）
を通じCSR情報を収集し、
グループ各社へ提供し活用
【毎月2回】

・CSR情報の共有化＜継続＞
・ステークホルダーダイアログの実施
Ｐ24

●グループ各社のCSR担当者とNPOとの対話の実施

【2011年度新たに追加設定する項目】

環境への対応

【2011年度新たに追加設定する項目】

社会との関係構築

※震災対応に関する事項のみ掲載

Ｐ63

・使用エネルギー量の実数値把握
の向上

Ｐ８

・中長期的視点に立った東日本大
震災の復興支援実施

■ セガの取り組み
項 目

2010年度目標

進捗・実績

主な参照ページ

2011年度目標

グループ経営理念・
コンプライアンス

・コンプライアンスの推進

●社是、経営理念、行動規範等の社内イントラネット掲載等による浸透および、
意識醸成への取り組み
●内部統制基本方針による業務の適正確保のための体制整備と、半期ごとの Ｐ２３〜２６、
・コンプライアンスの推進<継続>
整備状況評価
２９〜３１
●重点遵守法令
（下請法等）
を位置づけ、委員会のもと全社啓蒙活動と違反
防止活動
（説明会等）
を実施

お客さま

・
『セガユビキタス』
と安全で楽し
い適格製品・サービスの推進

●対象各国の法令、業界標準等に則し、
それを上回る自主基準の設置、製品
・
『セガユビキタス』
と安全で楽しい
表示等による情報開示を含む品質保証
特集、
適格製品・サービスの推進
●市場、
お客さまが求める製商品、
サービス提供を目指したお客さまサポート体 Ｐ３３〜３４
＜継続＞
制の充実と、
そこで得た情報による改善・次期開発に反映する体制整備

お取引先

・公正な取引の推進

●調達方針の制定、開示と、要求品質に応える協働、
パートナーシップ
●要求伝達、情報共有等、
お取引先との円滑なコミュニケーションを実現する
システム
「ＢＡＴＯＮ
（バトン）
」の運用

従業員

・
『セガユビキタス』
を創造する
人材のDiversity
（多様性）
推進

●管理職に対しては仕向ける形、一般職は研修等を通じて、内省を経て自己
啓発させる取り組みと、
自己啓発を支える制度運用
・
『セガユビキタス』
を創造する人材
●性別、
国籍の差別無い採･登用、
障がい者雇用、
高齢者再雇用制度を通じ、
（多様性）
推進
Ｐ４５〜４６ のDiversity
事業に則した人財の活用･配置
＜継続＞
●志向性を支えるボランティア休暇、育児･介護休暇制度や、
マイレージをはじ
めとする福利厚生、長時間労働削減等の各種活動

社会貢献・環境

・Sustainable
（持続可能）
な
環境対応の推進

●環境負荷に対して直接的な低消費電力化、間接的な運送･設置時等で効果
的なダウンサイジング、長くご利用いただくための保守･補修体制等を目指した
（持続可能）
な
特集、 ・Sustainable
製商品の開発・サービスの提供
●オフィスを含む省エネルギーへの取り組み、
リサイクル・リユースの推進といった活動 Ｐ５９〜６０ 環境対応の推進＜継続＞
●森林里親契約に基づく活動･推進を通じた社会市民としての環境意識、啓蒙

Ｐ３９〜４０ ・公正な取引の推進＜継続＞

■ サミーの取り組み
項 目

2010年度目標

進捗・実績
●経営理念等の可視化を図り、社員浸透を行った
・「経営理念 社是ポスター」のフロア内掲示
・経営理念等を社内イントラトップ画面に常時掲載

主な参照ページ

2011年度目標

・経営理念の社員浸透が図られてい
Ｐ２３〜２６ ること＜継続＞

経営理念

・経営理念と行動規範の社員
への浸透

お客さま

●機械トラブル問い合わせ情報の社内共有体制を構築
・顧客意見、要望、苦情等への対
●機械トラブル情報から、改善提案を抽出し、開発技術者と意見交換
応体制の整備
（ホール向け対応）
して次回製品へ反映させる体制を構築

特集、
Ｐ３５〜３６

お取引先・コンプライアンス

・役員、社員への教育研修や
意識調査の実行

●遵守すべき法令
（特に下請法等）
について階層別に研修を行い、
意識調査を実施

・役員、社員への教育研修や意識調
Ｐ２９〜３１、 査の実行＜継続＞
４１
・コンプライアンスに基づく業務の実行

従業員

・モチベーションと能力発揮に
つながる施策の実行

●教育体系を再構築して人事研修を実施
●新人事制度の検討
●エンタテインメントに関連する社会貢献活動への参画
（ショールーム開放、絵本を届ける運動等）

社会：事業の延長線上での
社会貢献活動の実行
社会貢献・環境

環境：３R
（特にリサイクル）
の
推進、環境配慮型製品の
開発販売の実行

●下取機リサイクル率99.5％、川越工場廃棄物リサイクル活動
●基板の鉛フリー化、製品の省電力化
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・顧客意見、要望、苦情等への対応
体制の整備
（エンドユーザー向け
対応）

Ｐ４７〜４９

・モチベーションと能力発揮につなが
る施策の実行＜継続＞

Ｐ５３〜５６

社会：事業の延長線上での社会貢
献活動の実行＜継続＞

特集、
Ｐ61〜6２

環境：３R
（特にリサイクル）
の推進、
環境配慮型製品の開発販売
の実行＜継続＞

コーポレート・ガバナンス
セガサミーグループは、コーポレート・ガバナンスを企業行動の最も重要な基盤として位置づけ、
持続可能な企業価値創造にとって不可欠なことだと考えています。

Corporate Governance
SEGA SAMMY GROUP CSR Report 2011

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
セガサミーグループは、
コーポレート・ガバナンスを企業行動の最も

セガサミーグループは、激しく変化する経営環境の中では、業界・

重要な基盤として位置づけ、企業経営の「効率性の向上」、
「 健全

市場動向・製品・商品・サービス等に関する知識や経験等に富んだ

性の確保」、
「 透明性の向上」
を
「コーポレート・ガバナンスに関する

取締役が迅速かつ最適な経営判断を導き出すと考え、監査役設置

基本方針」
として掲げ、取締役候補者の選任、取締役報酬の決

会社形態を採用し、
あわせて社外取締役の選任、執行役員制度と

定、経営の監視、監査報酬の決定等、経営の重要な問題をこの方

内部監査体制の強化を行い、運営と管理の両面からコーポレート・

針に従い判断しています。

ガバナンス体制を充実させています。

■ 効率性の向上

業務執行・監査・監督機能の向上を
図るための機関連携

迅速かつ適正な意思決定プロセスの確立および企業経営の
効率性を向上させることで企業価値の最大化を目指し、株主の皆

セガサミーグループは、取締役会・監査役会のほか、以下の会

さまをはじめとするステークホルダーに対して、
その利益の還元に

議体を運営し、
グループが連携して業務執行・監査・監督機能の

努めます。

向上に努めています。
■ 健全性の確保
■ 取締役会

激しく変化する事業環境の中、企業価値の最大化を図るため、

毎月1度の定時取締役会並びに適宜開催する臨時取締役会

当社を取り巻く様々なリスクを適切に認識・管理するとともに、法令
を含む倫理・社会規範等およびその背後にある社会的価値やその

において、現在6名
（うち2名が独立の社外取締役）
の取締役によ

変化を捉えて的確に対処する体制
（コンプライアンス体制）
を確立

り機動的経営を図っています。2010年度の社外取締役の参加

することで経営の健全性の確保を図ります。

率は100％でした。なお、各事業会社における一定の経営上の重

■ 透明性の向上

いても決議・報告を行っています。

要事項等については、
ホールディングスの取締役会等の機関にお
企業に対して情報開示の重要性が高まる中、株主の皆さまをは
■ 監査役会

じめとするステークホルダーに対して説明責任を果たすとともに、積

毎月1度の定時監査役会並びに適宜開催する臨時監査役会

極的なIR活動を行うことでディスクロージャーをさらに充実させ、経営

において、現在4名（うち3名が社外監査役）
の監査役により議論

の透明性の向上を図ります。

を行い、具体的問題について十分に分析検討しています。
■ コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図
（2011年6月30日現在）

株主総会
選任
解任

代表取締役
による業務
執行指示

報告

内部監査室

選任
解任

報告
議案付議

取締役会

選任
解任
業務執行指示

執行役員

任意設置委員会
小委員会
具体的
業務執行
指示

施策に
反映

連絡会議

報告
情報交換

ホールディングス監査連絡会

CSR
内部統制
コンプライアンス
報告
上程
情報交換

報告
情報交換

グループ監査役連絡会

グループ役員連絡会
内部監査
報告
提言

報告

監査役会
助言
情報交換

報告
上程

報告
上程

報告

監査

事前審議
検討指示

報告

選任
解任

監査役内部監査室連絡会

公益通報窓口
各種相談窓口

各組織

施策に
反映

報告
上程
情報交換

グループ各社
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グループガバナンスの強化と
内部統制システムの整備

■ グループ役員連絡会
グループ会社間での情報の共有、議論の徹底を通じたグルー

セガサミーグループでは、
グループガバナンス体制の整備と強化

プコンセンサスの醸成を目的とし、
ホールディングスの取締役、監

を図るため、
グループ内部統制連絡会議、
グループＣＳＲ連絡会議

査役および執行役員、並びにセガおよびサミーの取締役により構

およびグループ・コンプライアンス連絡会議の3つの機関を設置す

成され、適宜開催しています。

るとともに、
それらに対応し、
かつ互いに連携･協働する専門部署と
してグループ内部統制室およびグループＣＳＲ推進室を設置し、
グ

■ ホールディングス監査連絡会

ループ経営にかかわる内部統制構築上の問題点、進捗等につい
て審議・確認し、
その維持向上に取り組んでいます。

ホールディングス、
セガ、
サミーの常勤監査役および経理部門の
担当役員等並びに当社会計監査人である有限責任あずさ監査

また、当グループでは、
グループ内部統制プロジェクトを2006年

法人により構成され、
それぞれの立場で意見交換を行い、会計面

3月期に立ち上げ、企業集団として金融商品取引法に定められた

におけるコンプライアンスの充実を図るため、毎月開催しています。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査」制度
（いわゆる日本
版SOX法）
が求める内部統制システムの評価・報告の仕組みを整

■ グループ監査役連絡会

備し、
また評価によって発見した不備の改善を進めてきました。
この
結果、財務報告の信頼性確保への取り組みが定着し、2011年3

セガサミーグループを取り巻くタイムリーな課題
（法改正等）
に関す
る情報共有およびグループ各社監査役間の連携を密にするため、
グ

月期における当グループの財務報告に係る内部統制は有効であ

ループ各社の常勤監査役により構成され、
適宜開催しています。

ると判断するにいたりました。

■ 監査役内部監査室連絡会

性の向上と健全性の確保も視野に入れ、内部統制システムの維

今後も、財務報告の信頼性を継続的に確保するとともに、効率
持と構築に取り組んでいきます。

ホールディングス、
セガ、
サミーの常勤監査役およびホールディ
ングス内部監査担当部門間の情報共有による企業経営の「健全

買収防衛に関する事項

性の確保」
を目的とし、
ホールディングス、
セガおよびサミーの常勤
監査役およびホールディングス内部監査担当部門により構成さ

セガサミーグループは、企業経営の「効率性の向上」
「 健全性の

れ、毎月開催しています。

確保」
「透明性の向上」に努め、
ステークホルダーの皆さまからの期
待に応えることが企業価値の最大化や株式時価総額の引き上げ

■ 任意設置委員会

につながり、結果としては最善の買収防衛策になると考えています。

取締役会から特に付託された当グループの経営に関する特定
事項について議論・検証を行い、
その結果を取締役会へ報告・上

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
およびその整備状況について

程するための機関です。
また、
さらに特化したテーマについて議論・
検証を行う機関として、小委員会を設置しています。

セガサミーグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える

■ 連絡会議
コーポレート・ガバナンスに関する当グループの方針等について

反社会的勢力および団体に対し断固とした姿勢で臨み、反社会的

議論・検証し、調整を図るための機関であり、現在、
グループ内部

勢力からの接触を受けた時は、適宜に警察・弁護士等を含め外部

統制連絡会議、
グループＣＳＲ連絡会議およびグループ・コンプラ

機関と連携して組織的に対処します。

イアンス連絡会議の三つの機関があります。
グループ内部統制連

なお、
セガサミーグループはグループ行動規範にて
「反社会的勢

絡会議とグループＣＳＲ連絡会議は、
ホールディングス、
セガおよび

力・団体・個人からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応

サミーの内部統制又はＣＳＲ担当役員により構成され、四半期に

し、利益の供与を行わないだけでなく、一切の関係を排除する」旨を

一度開催しています。また、
グループ・コンプライアンス連絡会議

定めています。

は、ホールディングス、
セガ、サミー、
タイヨーエレック、サミーネット

コーポレート・ガバナンスに関する報告書
http://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/corp/governance/

ワークス、
セガトイズおよびトムス・エンタテインメントのコンプライア
ンス担当役員等により構成され、半期に一度開催しています。
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セガサミーグループは、
「グループ行動規範」に基づき、一人ひとりがコンプライアンスを意識し
適切な行動を可能とするために様々な取り組みを行っています。また、大規模災害をはじめとし
たグループを取り巻くリスクの包括的な管理に取り組んでいます。

コンプライアンス意識の醸成と浸透

コンプライアンス推進体制
セガサミーグループでは、
グループ全体での取り組みを一層強化

セガサミーグループでは、
コンプライアンス意識の醸成と浸透を図

するために2009年度に立ち上げた
「グループ・コンプライアンス連

るために、
グループ各社向けの研修を適宜実施するほか、
日常遭遇

絡会議」のもと、法令や社会規範に則って健全な企業経営を展開

しそうな出来事を想定した具体例を分かりやすく編集したコンプライ

するための社内体制を構築しています。

アンスハンドブックを全社員が適時閲覧できるイントラネットに掲載し

2010年度は、役員コンプライアンス研修会を実施し、経営陣が

ています。特に下請代金支払遅延等防止法
（下請法）
遵守体制の

以下の内容を認識・共有しました。

強化を図るため、
コンプライアンス監査を定期的に実施するととも
に、
法務部門による各部門への教育・指導等を実施しています。

①コンプライアンスとは、法令を含む社会規範、倫理規範を受

今後も、
グループ各社の先進事例を他のグループ会社に水平展

動的に遵守するということではなく、
それらの背後にある社会

開する等シナジー効果を生み出し、
コンプライアンスレベルの維持・

的価値がどう変化しているかに対して、
センシティビティ
（敏感

向上に努めます。

さ）
を持ち、
これに対応すること。
また、激変する社会的価値に
即応するためにはセンシティビティが必要だが、変化に翻弄さ

■ 2010年度実施のコンプライアンス研修の実績

れないためには、経営理念がその拠り所になるため、経営理
念の理解を深めることが大切。
②コンプライアンスの実現のためには、社員の倫理観の醸成が

セガ

肝要。

続きコンプライアンス推進体制の強化とそのモニタリングを継続的
に実施していきます。

グループ行動規範の周知徹底
セガサミーグループでは、
グループ全社員がCSR憲章を理解し、
その精神に基づいた行動を実践するための行動指針を
「グループ
行動規範」
に示し、企業倫理・法令遵守を徹底しています。
「グループ行動規範」は、
その浸透・定着が重要であることから、
「グループ経営理念」や「グループCSR憲章」
とあわせて掲載した
CSRの手引きを配付しているほか、
イントラネットにもすべての内容
を掲示しています。

e
g
a
s
s
e
M
セガサミーホールディングス株式会社
管理部

東郷 伸宏

対象

新入社員研修

セガ、セガ・ロジスティクスサービス、
セガ ビーリンク、ダーツライブの新入社員

1

25

職位就任者研修

セガ、セガ・ロジスティクスサービス、
セガ ビーリンク、ダーツライブの部長、課長

3

322

セガ４５部門
25
新入社員
1
中堅社員
8
管理職
7
ロデオ
1
サミーデザイン
2
サミーデザイン
2
サミーデザイン
2
サミーデザイン
2
新入社員
（野球部員）
1
日本マルチメディアサービスの管理職
2
新入社員
1
取締役、監査役、執行役員
1
管理職
1
全社
7
コンプライアンス委員、
その他
1
役員、執行役員
1
全社員、経営層
３グループｘ２回
役員
（含子会社役員）
1
新入社員、中途入社社員
3
新任管理職
1
役員
1
全社員
11

395
9
101
223
1
56
32
27
68
3
32
4
9
34
165
22
6
320
15
35
6
14
260

下請法に関する研修
全般に関する研修
全般に関する研修
情報管理／決裁・契約に関する研修
会社法に関する研修
サミー
全般に関する研修
下請法に関する研修
建設業法に関する研修
情報管理に関する研修
新入社員研修
ホールディングス
全般に関する研修
インサイダー／個人情報保護に関する研修
全般に関する研修 （HD主催）
サミーネットワークス
労務管理に関する研修
個人情報保護（プライバシーマーク）に関する研修
全般に関する研修
セガトイズ
全般に関する研修
全般に関する研修
トムス・エンタテインメント
外部講師によるコンプライアンスに関する研修
全般に関する研修
全般に関する研修
タイヨーエレック
全般に関する研修
反社会的勢力への対策に関する研修

2011年度は、
これをグループ社員へと展開を図るとともに、
引き

回数 人数（のべ）

種類

コンプライアンスは心で感じるもの
コンプライアンス意識の醸成と浸透を図るべく、
グループ企業向け研修講師や
浸透・啓発ツールの作成を担当しています。私の役割は、普段の業務の中に潜む
リスクを洗い出し、研修でそれをわかりやすく伝える事です。法令やルールは守って
当然、守り続けることが重要です。そのためにも、研修を通じて法律などの“知識”を
伝える事はもちろん、
ルールを守る個人の“意識”を高めていきたい。つまり、
コンプラ
イアンスを頭ではなく、心で感じてくれるようにしていきたいと考えています。
コンプラ
イアンスは企業活動の土台であり、
その企業の品質そのものです。今後も世界ナ
ンバー１のエンタテインメント企業になるための土台を支えていきたいと思います。
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腐敗防止、寄付金などの適正処理

下請法遵守体制の強化
セガサミーグループでは、下請代金支払遅延等防止法（下請

セガサミーグループでは、
「グループ行動規範」において、
（1）贈

法）遵守体制の一層の強化を図るため、内部監査を定期的に実

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

施するとともに、法務部門による各部門への教育・指導等を実施し

きこと、
（2）
寄付を含む社会貢献活動を行う際は、関係法令に従っ

ています。
また、内部監査部門の働きかけにより各部門による自己

て定められた社内ルールを遵守して、公明正大に行うことを明記し

点検を継続して実施し、結果を内部監査部門・法務部門・内部統

取り組んでいます。このことは、最近の外国公務員贈賄規制の厳

制部門にて共有することで遵守体制の強化に努めています。

格化という国際的な潮流に照らして、強く意識する必要があると理
解しています。

公益通報制度

安全保障貿易管理

「グループCSR憲章」の精神に則って、
グループ内・社内での自
浄機能を作用させ、
また法令違反ないし不正行為等による不祥事

事業を国際展開しているセガでは、外国為替および外国貿易法

の発生を防止するため、内部通報に関する制度（公益通報制度）

（外為法）
に基づき、国際社会の平和・安全の維持を目的として専

を制定しています。
グループ各社および社外の法律事務所に通報

任部門を設け、
貿易管理に取り組んでいます。

窓口を設置するとともに、通報事項に関する事実関係の調査、是

セガの提供するゲームソフト、
ゲーム機、
インターネット配信等の

正措置、再発防止策の実施、通報者の保護制度を設けています。

技術は一般向けとはいえ、高度な技術が含まれていることから輸出
が規制される場合があります。

インサイダー取引防止への取り組み

会社規定の整備や社員向け研修の実施、
イントラネットでの情報
提供等により、輸出に携わる社員一人ひとりの理解の促進と意識

セガサミーホールディングスでは、役員および社員によるインサイ

を高め、法令違反を未然に防止するとともに、内部監査、監査結果

ダー取引防止のため、
「セガサミーグループインサイダー取引防止

による改善策を実施することで、適正な貿易管理体制を維持してい

規程」
を制定しています。法令が定める売買規制に関する事項を

ます。

記載し、
あわせて役員、社員による自社株式等の売買について事

また2010年4月に施行された、

前の届出義務を定めることにより、
インサイダー取引発生の未然

輸出を行うすべての企業に適用さ

防止に努めています。
また、
イントラネット等によりインサイダー取引

れる
「輸出者等遵守基準」に対応

規制に関する情報を適宜発信するなど、役員および社員の意識が

し、輸出実績のあるセガグループ各

高まるよう、各種施策を実施しています。

社についても実態に即した貿易管
理体制を構築、維持しています。

e
g
a
s
s
e
M

株式会社セガ
コーポレート本部

西岡 大輔

総務部

貿易管理体制の維持に努めます
セガサミーグループの経営理念は、
エンタテインメントの提供により豊かな社会
の実現と文化の創造に貢献することです。仮にセガが提供（輸出）
したエンタテイ
ンメント
（製商品・サービス）
が、一部の心無い者により戦争やテロの兵器等に利用
されたとしたら、経営理念に反することは勿論、
とても残念なことです。
笑顔を生み出すためのセガの製商品・サービスが、社会や文化を破壊し笑顔を
奪う行為に利用されるようなことは何としても避けなければなりません。
夢と感動溢れるエンタテインメントの実現には高度な技術が必要なこともありま
す。一人ひとりの輸出に関する意識を高め、悪意ある転用を未然に防止するため、
貿易管理体制の維持に引き続き努めます。
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知的財産に関する基本方針

情報セキュリティの強化

セガサミーグループは、知的財産を企業競争力を高めるための重

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

要な要素、
かつ企業経営を支える重要な経営資源であると位置づ

業情報等すべての情報を重要な財産と捉え
「情報セキュリティポリ

け、
グループ会社ごとに方針を掲げて取り組んでいます。

シー」
および「情報管理規程」において、企業秘密その他情報の適

セガでは、各部門に知的財産推進委員を置き、知財意識の啓

正な取り扱いと管理方法を定めています。2009年度からはグルー

蒙・普及活動を行っています。これにより、第三者の知的財産権を

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

侵害することが無いように努めるとともに自社の知的財産権を適切

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

に管理し、事業の保護・拡大を図っています。
また、
セガブランドの維

強化に向けた取り組みを進めています。

持・向上のために模倣品対策等も実施しています。
サミーでは、研究開発のフェーズごとに技術調査等を実施し、徹

個人情報の保護

底したリスクアセスメントを行っています。
また、知財研修の定期開

セガサミーグループでは、個人情報保護法に基づいた
「プライバ

催や知的財産専用イントラネットにおいて知的財産にかかわる様々

シーポリシー」
を定め、
お客さまからお預かりした情報を適切に管理

な情報を掲載することにより、社員の意識啓発に努めています。

する体制を整えるとともに、
お客さまの個人情報への不正アクセス

災害発生時の緊急対策

や紛失、改ざんおよび漏洩等を防止する適切な対策を講じてまい
りました。

ホールディングス、
セガ、
サミー、
サミーネットワークス、
タイヨーエレッ

しかしながら、2010年10月にサミーネットワークスのパソコン向け

クの5社では、災害等が発生した場合でも業務が中断しないよう、
ま

オンラインゲーム
「777タウンドットネット」の会員情報の一部が、
また

た万一中断しても短期間で再開できるよう施策を講じています。

2011年6月にはセガの欧州子会社SEGA EUROPE LTDが運営
する顧客サービス
「SEGAPASS」に登録されている全会員情報

大規模災害発生時に社員およびその家族の安否確認をスムー

が、外部からの不正アクセスにより漏洩いたしました。

ズに行えるよう、緊急連絡や被害状況の把握を迅速かつ確実に行

これらには、
クレジッカード情報等の信用情報が含まれておりませ

う仕組みとして
「安否確認システム」
を導入しています。

んでしたが、弊社グループのお客さま情報を保有するサイトすべてに

さらに、緊急連絡手順の確認や防災グッズの完備など、災害発

ついて直ちにシステムの脆弱性チェックを行うとともに、
さらなる改善

生時を想定した対策についても、
グループ展開を検討しています。

強化に向けた対策を検討しております。

また、2011年３月11日に発生した東日本大震災を受けて、今後

今後も社員への教育・啓発、内部監査を通じた改善を実施し、個

のあらゆる経営危機に備えるべ

人情報の適切かつ安全な取り扱いに努めます。

く、上記施策を含む防災計画の
見直しなど、事業継続の観点か

関連情報
サミーネットワークス
http://www.segasammy.co.jp/japanese/pdf/release/
20101115.pdf

ら緊 急 対 策のさらなる強 化を
図っていきます。

セガ
http://www.segasammy.co.jp/japanese/pdf/release/
sega110619̲01.pdf

各社の防災訓練の様子
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With Customers

CSR憲章

私たちは、いつの時代においても、お客さまとともに歩みながら、
夢と感動溢れるエンタテインメントを提供し続けます。

私たちにとってのお客さまとは
セガサミーグループが販売・提供している製品、サービスを楽しま
れるすべての方々がお客さまです。
私たちはすべてのお客さまのニーズに応え、心から楽しんでいた
だけるようなエンタテインメントを提供します。

Code of Conduct
グループ行動規範
「安全・高品質」
「顧客の満足」
❶常にお客さまの期待に応えられる、安全かつ高品質な商品・サービスの
提供に努めます。
❷常にお客さまの声に耳を傾け、満足頂ける商品・サービスの提供に努め
ます。
❸常にお客さまの目線に立ち、適正価格で、かつ迅速な商品・サービスの
提供に努めます。
❹常に市場に目を配り、時代の変化に敏感であり続け、技術向上・アイデ
ア創出に努めます。
「適正な取引関係」
「情報開示」
「クレーム・通報」
❺お客さまとは常に適正な取引関係を保ちます。適正な利潤を損ねるよ
うな不当廉価販売、正常な商行為と認められないような行為は一切行
いません。
❻セガサミーグループの企業活動・商品・サービスについて、お客さまのよ
り一層の理解に役立つ情報を、積極的に開示します。
❼クレーム・
トラブル・事故等については、内容を精査し、適切な対応を行
います。
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夢と感動をお届けする製品・サービスの提供
■ 正確で適切な情報開示と製品表示

■ 製品・サービスの安全・品質保証

お客さまに安心して製品やサービスをお使いいただけるよう、各種

「『セガユビキタス』
と安全で楽しい適格製品・サービスの推進」
をCSR重点推進課題として掲げ、製品やサービスの安全および

製品における、利用可能な対象範囲の明確化や、倫理問題にも積

品質の維持・向上を確保する体制を強化しています。

極的な取り組みを行っています。
具体的には、
アミューズメント機器やアトラクションごとの利用規

これまで、事業部ごとに行っていた品質保証を、2008年7月に、

定の制定、
ガイドブックや掲示によるご案内を行っています。

独立した一括管理の品質保証部を立て、組織の最適化を図り、

また、
ゲームソフトウェアについては、
お客さまが安心して商品を選

品質保証規程のもと、徹底した品質保証を行っています。
製品の安全については、当社が定める自主基準並びに業界団

択できるよう、1994年に国内コンシューマ業界で唯一、倫理につい

の定めるガイドラインに準拠した製品づくりを行うな
体
（JAMMA※）

ての規程を定めた審査組織「テレビゲーム倫理審査機構」
を社内
に設立。商品へのレーティング表示を開始しました。
その後、業界と

ど、安全管理に努めています。

して公正かつ適正なレーティングがCS向上へつながるものと考え、

具体的には、各種プロジェクトは、
トップマネジメントにより意思
決定され、
デザインレビューや出荷判定会議を行うなど、適切な段

後に発足したコンシューマゲームソフト業界団体（CESA ※ 1 ／

階で検討・検証・管理を遂行し、
これまでの反省も踏まえ管理の強

発展に寄与すべく、規程や活動実績情報を提供してきま
CERO※2）

化を図っています。開発から生産・販売までの品質・納期にかかわ

した。現在は、
すべての商品内容を吟味し、各国の倫理審査結果に

る工程管理をシステム化し、情報の共有化と最適化に努め、
タイ

従った表示を行っています。日本国内においては、CEROが実施す

ムリーな製品提供とともに、常にお客さまに安心して楽しんでいた

るレーティング制度に基づき、対象年齢表示を実施するほか、
セガ

だけるサービスを提供しています。

が独自で設定する自主基準の表示も行っています。

また、2010年は海外での品質保証状況を調査し、現地に合っ

※1：CESA=社団法人コンピュータエンターテインメント協会
※2：CERO=特定非営利活動法人コンピュータエンターテイ
ンメントレーティング機構

た品質保証体制の構築を図りました。
ドバイのセガリパブリックに
おいては、
メンテナンス監査を実施しました。

CERO

※ JAMMA：社団法人日本アミューズメントマシン工業協会

「暴力・ホラー」SEGA自主表記

■ 品質問題発生時の情報開示と対応
製品・サービスが起因となる品質問題が発生した場合は、
その
パッケージによるセガ独自の自主表記

規模や種類に応じて、確実で迅速な対応を行っています。
例えば、
ダイレクトメール・業界紙を通じた情報開示を速やかに
行い、必要であれば専用窓口を設置するなどして、
アミューズメント
施設運営事業者さま、ユーザーさまの不利益を最小限に抑えるよ
う努めています。
なお、2010年度も製品およびサービスの重大な事故はありま
せんでした。

e
g
a
s
s
e
M

株式会社セガ
品質保証部

堀越 英明

製品を理解し楽しく遊んでいただくための
製品説明用冊子

ジョイポリスのご案内

安全第一で皆が笑顔になれる場所に
アトラクションの品質保証の仕事は、一にも二にも「安全がすべて」。アトラク
ションが安全か、
また常日頃のメンテナンスと運営方法に間違いや危険が無いかを
50
確認しています。施設はお客さまへ遊びを提供する場ですので、
そこにかかわる人、
誰一人としてケガをしないようにしっかり管理することが大切です。私たちに求めら
れていることは、
どこに問題や危険があるのかを察知する目です。安全の基準は機
種や条件によって様々ですが、私が考えているアトラクションが安全であるかどうか
の最終的な判断基準は「自分の家族を安心して遊ばせることができるかどうか」。
アトラクションで楽しまれるお客さまの笑顔を思い浮かべ、
これからも事故が起こら
ないように安全確保に努めます。
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■ お客さまサポート体制の充実

■ お客さまの満足を追求した体制整備とサービスの工夫

お客さまから寄せられる様々な声に総合的にご対応させていただ

新しい製品・サービスを世に送り出し、継続的に改善を重ね、
お客

くため、
ユーザーサポート窓口を設置しています。

さまにご満足いただける体制整備とサービスの工夫に努めていま

また、お客さまの声を社内に届ける専門の部隊（Ｖｏ
ｉ
ｃｅ of

す。例えば、
コンシューマ事業では、
お客さまのニーズに合った楽しく

Customer）
を設け、
日々寄せられるお客さまの声を社内各部署に発

質の良い製品をお届けすることを常に目指し、面白さを実際に納得

信し、製品およびサービス品質の向上につなげています。
これからも

して購入いただけるよう店頭実演の機会を増やすなど、販売店の皆

セガは、
「常にお客さまとともに」
というゴールを目指して日々活動をし

さまとともに、地域密着の営業体制で取り組んでいます。アミューズ

ていきます。

メント機器事業では、
お客さまとのリレーション強化を図るための販

一方、
メンテナンスをはじめとしたアフターサービスにおいては、保

売支援システムを構築し、
お客さまのニーズにマッチした製品を迅速

守・補修・パーツなどのアフターサービスや物流機能を担うセガ・ロジ

にご提供できる体制を整えています。アミューズメント施設事業にお

スティクスサービスと社内対応部門が品質問題に関する傾向分析

いては、
お客さまの満足を最優先に考えた接客やお客さまを飽きさ

や改善へ向けた分析を定期的に行い、開発・生産・販売へフィード

せない工夫を追求しサービスの提供を目指し取り組んでいます。

バックし、改善へ向けた取り組みを行っています。万一、安全性に関

そして、
お客さまの様々なご要望にお応えし、
リレーションの強化

する重大な不具合が発生した場合は、対策組織の設置から情報開

や、必要なスキルを身に付けるための社員教育にも力を入れている

示、事態の早期解決、恒久的再発防止までを迅速に行うための体

ほか、
お客さまの声を開発・施設運営部門へフィードバックを行い改

制強化も図っています。

善することで、
あらゆるお客さまに優しく、安全で楽しい製品・サービ
スのご提供を常に目指しています。

■ お客さまの声にお応えする仕組み・体制
Hot
Voice!

今後も常に先進的な製品を提供し続け、市場の活性化とお客さ
ま満足の追求を図っていきます。

お客さま
メール

お電話

WEB

TOP

家庭用ゲーム
窓口

PCゲーム
窓口

モバイル
窓口

AM機器
窓口

AM施設
窓口

プライズ
窓口

セガへの
ご意見

サイト管理者
への
お問い合わせ

製品・サービスへ反映

ＪＭＳ

「キングダムコンクエストが
ｉｎｎｏｖａｔ
ｉｏｎ賞を受賞」

セガ公式サイト

ユーザーサポート窓口

SEGA

２０１１年１月にリリースしたキングダムコンク
エストが、中国で開催されたＧｌ
ｏｂａ
ｌＭｏｂ
ｉ
ｌ
ｅ
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎｅ
ｔ Conference ２０１１にて、innovation賞を受賞しました。
リリース後１６週連続セールストップを記録するなど、中国市場での
販売実績が好調であったことに加え、
これまでパソコンにしかな
かった、
リッチなオンラインゲームをスマートフォン上で初めて実現
し、成功した点を評価いただきました。

VOC（Voice of Customer）
運営

営業

開発

品質保証

改善活動

経営層
…etc

e
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株式会社セガ
ＡＭ機器販売事業部
国内販売部

阿部 俊典

ICS

お客さまとの絆を大切に
この度の東日本大震災での経験により、
あらためてお客さまとの信頼関係の大
切さを認識しま
した。主に東北エリアを中心にアミューズメント機器の提案や販売を
50
担当する私は、震災発生直後からお客さまの安全の確認や情報収集、
そして今、何
をすべきかを考え、
できる限りの対応にあたりました。勇気をお届けするためにうか
がった私が、逆にお客さまに勇気づけられることが度々あり
「人と人」
との関係の大
切さに触れ、涙することもありました。東北地域の復興はこれからが、勝負の長期戦
です。エンタテインメントを通じて人々に夢を与えることが私たちの使命であるとの認
識のもと、
これからもお客さまとの絆を大切に、
ともに頑張っていきたいと思います。
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夢と感動をお届けする製品・サービスの提供
■ 市場ニーズやお客さまの声を活かしたものづくり

■ お客さま満足の追求
これまで、
「サミーだからできる、
サミーにしかできない」
ものづくり

マーケティングをすることによってお客さまのニーズを的確に把

やサービスを追求し、斬新かつエンタテインメント性の高い製品を

握し、商品開発へのサポートを中心に社内横断的な取り組みを

数多く開発してきました。それはユーザーの皆さまに心から楽しんで

行っています。
以前から自社商品販売後にユーザーの皆さまに対してはWEB

いただける製品をご提供することが最大の使命であり、
お客さま満

アンケートやグループインタビュー、商品評価アンケートを実施し、

足であると考えているからです。
今後も、様々なジャンルのユーザーの皆さまが心から楽しんで

ニーズの把握に力を入れています。現在、
より深くユーザーの皆さま

「遊べる遊技機」の開発を通して、多種多様な営業形態を取る

の潜在的なニーズを探るために、
プレースタイルや遊技志向を軸に

ホールの皆さまにも、
ご満足いただけるような製品を提供し、
お客さ

した切り口での探索を実施しており、
よりきめ細やかな対応を実施し

まの信頼獲得と市場の活性化、
そして業界の発展に貢献していき

ています。
また、
ホールの皆さまのニーズを迅速に捉えるために定期的に

ます。

「ホール向けアンケート」
を実施しているほか、積極的なコミュニケー
ションも同時に心がけています。

■ 魅力的な製品を提供するための体制の整備
ユーザー・ホール双方の皆さまとの接点である営業部門と開発・

カスタマーサポートセンターにいただいたホールやユーザーの皆さ

生産部門の連携強化を図り、一機種ごとに3部門の主要メンバー

まからの声については、担当部門が収集・分析し、開発部門に迅速

で構成される会議体を開催し、
マーケットの視点を開発プロセスに

なフィードバックを行っています。

取り入れています。3部門会議体制下では、厳格な品質管理基準と

そのほか、
お客さまに喜ばれるキャラクター
（版権等）
取得に際し

外部の意見・評価を吸い上げる仕組みを導入し、
「必然性あるヒット

ても、
キャラクター力を判断するための調査・分析・指標策定を実施

商品」の開発・供給を追求しています。

し、
こうした動きをもとに中期商品ラインアップ戦略のサポートにも取
り組んでいます。

また、
ホールの皆さまに製品の魅力をお伝えし、
かつ様々なご要望
に多角的な視点で対応できる人材を育成するために、
サミーの出資

■ より多くの方に楽しんでいただけるサービスの開発

するG&Eビジネススクールにおいて、
エンタテインメント全般に関す

より多くの皆さまに楽しんでいただけるサービスの開発に力を入れ

る幅広い知識を習得させるための研修を行うなど、教育体制の整備

ています。

も図っています。

携帯サイトとパチスロが連携したこれまでに無かった全く新しい

今後もユーザーやホールの皆さまにご満足いただける魅力的な

サービスの「マイスロ」
はその一つで、現在では70万人
（2011年5

製品やサービスを提供できる体制の強化に努めます。

月現在）
を超えるユーザーの皆さまに支持をいただいています。

e
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サミー株式会社
執行役員
研究開発統括本部
PC研究開発本部

炭谷 和広

未来を見据えたものづくりに情熱を注ぎたい
日本独自の大衆娯楽として、時代の変遷とともに発展してきたパチンコ。1995
年にパチンコ遊技機の販売を始めたサミ
ーも、
いまでは多くのファンやホールの皆
50
さまに認知され、受け入れていただけるまでになりました。これは、私たちが常に“お
客さまに心から楽しんでいただくための製品を作りたい”という想いを形にするため
に、新しいことにチャレンジし、
それを一つひとつ確実に具現化してきたことが皆さま
にご評価いただけたのではないかと考えています。今後もお客さまの気持ち、
目線で
のものづくりにこだわり、幅広い層のお客さまにパチンコを心から楽しんでいただく
ための未来を見据えたものづくりに情熱を注いでいきたいと思います。
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■ お客さま対応の充実

■ 正確で適切な情報開示と製品表示

お客さまから寄せられる様々な声に総合的にご対応させていただく

ユーザーの皆さまに対して、誤解を与えるような表現をせず、
パチ

ためにお客さま相談室を設置しています。お客さま相談室は、
グルー

ンコ・パチスロを心から楽しんでいただけるようなツールを通じて製品

プ会社である日本マルチメディアサービス
（JMS）
と連携し、専門の

をご紹介しています。
また、一部市場に流布している根拠の無い不

窓口スタッフにより迅速かつ丁寧な対応を行っています。

当な攻略情報に対し、
サミーWEBサイト内において注意を促す等

ホールのお客さまへの対応としては、2005年12月より、他社に

の対策を図っています。そのほかにも、営業社員が使うツールでの

先駆けて今までパチンコ・パチスロ業界内では着手されにくかった平

曖昧な表現、誇大な表現を抑え、
ホールの皆さまに正しく情報が伝

日深夜
（19：00〜23：30）
・土日・祝日のカスタマーサポート体制を構

わるよう工夫しています。

築、
サービスを開始しました。
また、2006年10月にはサミー内にカス
■ 製品・サービスの安全・品質保証

タマーサービス部を新設。JMSとの連携により、
アフターサービスレ
ベルの全国的な統一を図るとともに、
お客さまの様々なご要望にお

「積極的な創意工夫と改善を効果的に行う品質保証活動によ

応えする体制を強化しました。

りお客さまの満足を得る」
という着眼点を軸に置き、安全で良質な
製品・サービスの提供を心がけています。2009年度から、JIS規格

■ お客さまの声にお応えする仕組み・体制

をもとに、
サミー独自の試験項目を定め、市場に対して不具合・不

お客さま

メール

ユーザーの皆さま
WEB

お電話

メール

WEB

【窓口】

【窓口】

カスタマーサポートセンター（ＪＭＳ）

カスタマーサポートセンター（ＪＭＳ）

サミー担当営業社員

サミーお客さま係

試験を行い、検査結果を迅速に開発部門にフィードバックし、不良
率の低減に努めています。

製品・サービスへ反映

お電話

お問い合わせ内容の
フィードバック

ご相談に応じた対策の実施
およびフィードバック

ホールの皆さま

良品を出さないよう、開発段階と量産段階において、
それぞれ評価

さらに、不適合品ゼロへの取り組みとして、
お取引先（部材調達
先）
の不良率を、週間、半期、年間でスコアリングし、
ランクづけを
行っています。特にスコアの低いお取引先には基準を満たすよう

【お客さまからのご意見】

改善指導を行っています。

CS推進委員会による対策会議実施
経営および開発・営業・生産等関連部門への報告

■ 不正防止対策と品質問題発生時の対応
不正な方法で利益を得る、
いわゆる“ゴト行為”を未然に防ぐた

■ お問い合わせ件数の推移
（件）
1,500
1,000

1,362
773

833

500
0

08

09

め、不正対策室を設け、継続的に市場情報の収集をするなどして

2008年：主要機種
ツインエンジェル2
2009年：主要機種
エウレカセブンZ
2010年：主要機種
蒼天の拳、
CR北斗の拳剛掌

不正に強い機械づくりに取り組んでいます。
また、品質問題が発生した際は、定められた規程に基づき関係
部署に伝えられるとともに、経営トップに報告され、
お客さま重視の
迅速な対応とあわせて適宜情報を開示することとしています。

10 （年3月期）
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サミー株式会社
営業本部 営業統括部
名古屋支店

中野 敏行

サミーの想い、そして製品の魅力を伝え続けたい
私たちが提供する製品には、開発や生産をはじめ、
たくさんのサミー社員の“お客
さまに心から楽しんでも
らいたい”という想いが詰まっています。この“想い”と“製品
50
の魅力”をいかにわかりやすくお客さまやホールの皆さまにお伝えすることができる
か、
そして喜んでいただけるか。私たち営業の使命の一つはここにあります。そして、
この想いが伝わり、
「 機械を導入して良かった、
ありがとう」
というホールの皆さまから
のお言葉をいただいた時は本当に嬉しい瞬間です。今後もこの「ありがとう」
をたく
さん増やせるように、
そして業界全体のファンを増やすために、私たちのこの想いと
製品の魅力を心を込めて伝え続けていきたいと思います。
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グループ会社の取り組み
■ セガ ビーリンク

■ 日本マルチメディアサービス

お客さまの満足を追求した
サービス・お店づくりに努めています

お客さま目線での業務改善活動を強化しています
コールセンターやバックオフィス等の運営サービスを行っている日

「Ｂｅｅ」
をはじめとしたエンタテインメントダイニングバーを運営す

本マルチメディアサービスでは、
お客さまのご要望を改善に活かすた

るセガ ビーリンクでは、
より多くのお客さまに楽しんでいただくための

めの月例報告会を設け委託先さまと課題や改善事項を共有してい

サービス・お店づくりに努めています。

るほか、
オペレーターのサービス品質向上のために業務プロセスご

2010年はお客さま満足度のさらなる向上を図ることを目的にミス

との年度目標、数値目標を設定し1年に1回のモニタリング
（SV評

テリーショッピングリサーチを実施し、接客やサービスの改善につな

価）
を実施、継続的な品質の向上に努めています。

げました。
また、
ダーツの普及やダーツプレイヤーの技術向上に努め

2010年は、新たに
「サービス・品質方針 “Heart and Science”」

る一方、
ウエディングパーティー需要への対

を制定し、
サービス品質の向上に向けた取

応も行っています。今後もお客さま同士を

り組みを強化しました。今後も常により良い

つなげる笑顔と元気溢れる接客とお客さま

サービスを提供するためにお客さま目線で

ニーズを先取りしたサービス・空間を創造

の業務改善活動を行っていきます。

し、
お客さま満足を追求していきます。

ウエディングパーティーの
セッティング

トムス・エンタテインメント

小児医療の発展に貢献する
世界初の支援端末「スマイルタッチ」

セガトイズ

子どもとお母さんの声から生まれた
知育玩具の決定版

近年、小児医療の現場では、子どもの年齢や理解度
に応じた説明を行うことで不安や恐れを軽減する
「プ
レパレーション」
という手法が注目されています。
トム
ス・エンタテインメントでは、世界で初めてプレパレー
ションを支援する医療施設向けアニメ視聴端末
「スマイルタッチ」
を開発し、2010年9月から医療
施設向けにレンタルしています。
「スマイルタッチ」
は、
「それいけ！アンパンマン」
をはじめとした人
気アニメと、
「レントゲンって何するの？」
「 点滴がんばろう
！」等のプ
レパレーション支援専用アニメを同一端末に収録し、治療時の子
どもの緊張や不安をやわらげます。今後、
「スマイルタッチ」の展開
によって、
これまで課題とされてきた小児医療現場の負担軽減に
貢献します。

玩具の開発・製造・販売を行っているセ
ガトイズでは、2010年4月に発売した「ア
ンパンマンおしゃべりいっぱい！ことばずか
ん」が、
日本おもちゃ大賞のエデュケーショ
ナル・
トイ部門にて初代大賞を受賞しました。
本商品は、
「あいうえお」の前に言葉を覚えてもらいたいというお
母さんの意見を参考に、何度も子どもたちのモニタリングを繰り返し
て作り上げた商品で、
「 物の名前」や「色・形」
など、楽しく遊びなが
ら
「ことば」
が学べる知育玩具として高い評価をいただきました。
今後も玩具をはじめとしたエンタテインメントを通じて、
ワクワクする
感動と幸せのシーンを届けていきます。
※日本おもちゃ大賞：社団法人日本玩具協会が毎年選出し表彰する賞。
※エデュケーショナル・
トイ部門：優れた知育玩具を選出する賞として、2010年の日本おもちゃ
大賞から創設。
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株式会社トムス・エンタテインメント
経営企画室 事業開発部

※プレパレーション：病気や検査、治療等に関して、子どもの年齢や理解度に応じた説明をする
ことで、緊張や不安をやわらげ、子どもやその家族が前向きに治療に取り組む意欲を引き出
す手法、
またはその実践。
「心の準備」
「 心理的準備」等と訳されます。

アニメの力で小児医療の現場を支援
「スマイルタッチ」の開発のきっかけは、
ある病院から
「治療の時に子どもにアニ
メを観ても
という一通のメールでした。実際に小児医療の
50 らい、勇気をもらいたい」
現場に足を運んだ際、不安や恐怖で泣きやまない子どもたちと、時間をかけて子ど
もたちに接する医師や医療スタッフの方々の様子をみて、開発を決心しました。開
発段階では、
これまでに無かったサービスゆえの問題や課題が多くでてきて苦労も
しましたが、大勢の方々のご協力のもとサービスをご提供するまでにいたりました。
こ
れからもこの「スマイルタッチ」の普及やコンテンツを充実させることはもちろん、
ア
ニメの持つ可能性にも、積極的に挑戦していきたいと思います。

二宮 秀太、長谷川 未奈
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With Partners
CSR憲章

私たちは、お取引先と公平・公正な関係を保ち、互いに切磋琢磨し、
良きパートナーとして、ともに夢と感動溢れるエンタテインメントの
提供を目指します。

私たちにとってのお取引先とは
仕事を通じて同じ目的を目指し、互いに切磋琢磨する良きパート
ナーと考えます。清廉性、経済性、安全・品質、保守、技術、環境という
多角的な視点で、お取引先を選定する基準や体制をグループ全体で
整えると同時に、お取引先のご理解・ご協力を得ることで、相互信頼の
上に公平・公正で良好な関係を築いていきます。そのために私たちは
幅広く情報収集し、お取引先に伍した知識と判断力を持ち、お互いに
適切な情報を交換し合いながら、夢と感動溢れるエンタテインメント
の提供をともに目指します。

Code of Conduct
グループ行動規範
「公正な関係」
「公平な選定」
❶お取引先との関係は、常に清廉・透明・公正なものとし、もたれ合いや癒
着と誤解されるような行動は、一切行いません。
❷お取引先の選定については、信用度、技術力、開発力、価格、環境への
対応力等を総合的に考慮し、公平かつ明確な基準で判断します。
❸グループ会社とも、透明で公正な取引を行います。
「接待・贈答」
❹お取引先に接待・贈答を行う場合は、社内で定められたルールに従うだ
けでなく、社会的常識に照らし合わせ、節度を保ち、適切に判断し、実
行します。
❺政治家、公務員（法人・団体の役職員であってみなし公務員とされる者
を含む）、外国公務員等国内外の法令により禁止されている者に対し
て、贈賄をはじめ利益供与、便宜供与とみられる行為を行いません。
「個人利益」
❻お取引先とは、立場を利用して利益や便宜の供与を受けるなどの個人
的利益の追求を行いません。
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公正な取引の徹底
■ お取引先評価と管理

■ 公平・公正な取引
グループ行動規範に基づき儀礼廃止や金品の贈与、接待等を

社内規程に従いお取引先の評価・選定および、継続的な管理

行わない旨をお取引先に書面で通知することで、取引関係の清

を実施しています。評価・選定については、継続的な管理結果を

廉性の維持を表明しています。
また、
グループコンプライアンス体

含め、複数部門で審査を実施し、最終的な総合評価データから適

制の一環として、管理職や一般社員を対象に、各種セミナーを開

正・適切であるかの公正な判断を行っています。

催し、
その中で、お取引先との公平・公正な関係保持や、清廉性
■ 下請法遵守体制の強化

の維持に対する認識強化を図っています。

下請法の遵守を徹底するために2009年4月に同法を推進す
■ 調達方針の制定

る社内委員会を立ち上げ、下請法違反の防止や啓蒙を行いなが

アミューズメント機器事業においては、2011年度に「調達方

ら、
チェック機能の強化を目的に経理システムを強化し管理面の

針」を定めました。本方針は、公平・公正な取引によりお取引先と

強化を図っています。
また、社内イントラネット上に専用WEBサイト

の相互繁栄を目指すことを基本姿勢とし、
お取引先の評価・選定

を設けるとともに社内教育を適宜実施しています。

基準については、
グループ行動規範に基づいた考えを取り入れ

2010年度は、業務上、下請取引が発生する部門を中心に

て、
コンプライアンス、品質、安全性、信頼性、環境保全、情報セ

25回の説明会を実施し、必要な知識の習得や遵法意識の向上

キュリティ、労働安全衛生等に配慮した取引の実施に努めること

に努めました。今後もさらなる啓蒙と管理強化に努めます。

を明記しています。
■ お取引先監査の充実
新規の取引に際しては、新規工場監査を義務付けるとともに、

［ＡＭ資材調達方針］

継続お取引先についても年1回の工場監査を実施し、品質の安

＜基本姿勢＞

定につなげています。監査結果はお取引先に通知するとともに、

1. 当社のＡＭ資材調達活動にあたる全ての社員は、法令・社会規範
を遵守し、
「セガサミーグループ行動規範」及び各種社内規程に則
り良識ある行動をします。

品質目標を下回る生産パートナーに対しては、対策書の発行や品
質会議の実施など改善をお願いしています。これまで長年にわた

2. 当社のＡＭ資材調達は清廉・公正を旨とし、お取引先に対して公平
かつ誠実に対応いたします。

りこのような取り組みを続けてきたことで、生産パートナーの意識

3. お取引先とは、
公正な取引のもと信頼関係構築に努め、
協力して技
術・品質の向上、
経済性・効率性を追求し、
相互繁栄を目指します。

r’s
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サン電子工業株式会社
生産統括本部
生産管理部

宮城 宏文氏

が高まり安定した品質を維持しています。

セガ社との取引開始は往年の体感ゲーム機「アフターバー
ナー」にまで溯ります。完成品工場としての工場監査にも合格
し、
セガ社と一体になって現場の改善を進めてきました。その
後、
ＵＦＯキャッチャーシリーズや甲虫王者ムシキング等のヒット
商品の生産や一部設計受託等を経て、現在はセガ社の主要
工場の一つとして、小型・大型を問わず生産しています。
新製品では、工場としての意見を生産の初期段階からセガ社
に伝え、作業効率の向上や、
工程品質確保のためのより良い
50
作業方法の検討を行い、完成品の検査はセガ社による試験を
パスした認定検査員が担います。
また、企業における環境活動
としてエコアクション２１※の認証・登録により社員一丸となり年
間を通して省エネ活動を主体とする取り組みを行っています。
今後もお客さまに高品質な製品を提供していくために、社内
外のより密なコミュニケーションとCSRの意識向上を進めてい
きたいと考えています。
※エコアクション21：環境省が定めた環境経営システム・取り組み・報告に関するガイドラインに基づく制度。
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お取引先とのパートナーシップの強化
■ 生産パートナーとの協働

■ サプライヤーミーティングの実施
お取引先とのパトーナーシップの強化を図るために「サプライヤー

自社に製造工場を持たないファブレス型の生産体制のセガに

ミーティング」を実施しています。
２０１０年は、主要なお取引先１５４

とって、生産パートナーとの連携はお客さまに当社の製品やサー

社にご参加いただき、生産調達の方針説明をはじめ、欧州REACH

ビスを安全に楽しんでいただくために欠かせません。そのため当社

規則やLED照明の機器への導入状況など業界動向についての

では長年、生産パートナーと製品の安全や品質向上、生産効率

情報共有を図りました。参加した方々からは「業界動向を知ること

の向上に向けた協働の取り組みを行っています。
具体的には、
セガの生産部員が生産パートナーの工場を定期

ができて非常に勉強になった」などの声をいただきました。

的に訪問し、品質管理体制の確認や生産効率の向上のための

今後もサプライチェーン全体で製品の安全や品質向上を確保
し、
お客さまへ夢のある製品を提

組み立て指導等を行っています。
また、生産パートナーの工場にお

供できるよう、
お取引先との連携

いて、品質管理を自主的に行える仕組みを定着させるために、検

強化に努めます。

査員の育成・認定を行っています。
今後も「お客さまの笑顔が見
えるものづくりの創造」という部
門が掲げる活動方針のもと、安
全で高品質なものづくりに努め

サプライヤーミーティングの風景の写真

ます。
工場の組み立て風景

■ お取引先との業務改善に向けた取り組み
お取引先との円滑な情報共有と伝達スピードの向上を図るた
めに、
コミュニケーションシステム
（ＢＡＴＯＮ）
を導入しています。

検査員認定制度

２０１１年６月には、本システムの操作性・利便性向上を図るため

生産パートナーが品質管理を自主的に行える仕組みを定着させ
るために、検査員の認定制度を設けています。生産部が発行する
「セガAM製品 検査員教本」に基づき検査
員の心得や知識、具体的な検査手法を学
んでいただき、試験に合格した者のみが自
主監査できる仕組みとしています。
近年は製品の一部を中国でも生産して
おり、中国の生産パートナー向けに中国語
版の教本も発行しています。

にご利用いただいているお取引先にアンケートを実施し、業務の改
善状況や操作性等を把握しました。アンケートでは「ペーパーレス
化が図れて良かった」
「最新情報をタイムリーに確認できるように
なった」などの声をいただいた一方、改善への要求もありました。今
後は、
この結果をもとに新機能の企画や既存機能の操作性向上
等さらなる利便性向上を図る予定です。
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株式会社セガ
開発生産統括本部
生産調達本部 生産部

大島 隆洋

中国の生産パートナーとの協働
私は2009年から2年間、中国に駐在し生産パートナーの品質関連業務フォ
ローやスタ
50 ッフ教育、管理体制の構築や改善などを担当しました。中国の生産工場
においても、
日本と同じ内容の工場監査を実施しており、監査で見つかった問題点
等については随時打合せをし、改善を進めてきました。
また、中国の現地スタッフが
「働きやすい」
「やりがいがある」
と思えるような職場作りのために、状況の可視化、
体制の改善、
メンタル面でのフォロー等にも継続的に取り組んでいます。今後は、
お客さまに当社の製品やサービスを安全に楽しんでいただくという同じ目標に向
かって、元駐在員にしかできない日本からのサポートをしていきたいと思います。
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公平・公正な取引の徹底
■ 公平・公正な取引と「お取引先さま相談窓口」の設置

■ 下請法遵守体制の強化

購買活動全般において公平・公正性を保つこと、
お取引先との

請法の遵守をはじめとしたコンプライアンス体制の構築と運用を

相互協力・信頼関係を構築していくことなどを明記した購買方針を

最重要事項と捉え、社内教育の強化を図っています。2010年度

定めています。

は、社内イントラネット上に専門サイト
「下請法WEB」
を開設したほ

また、役員、社員がお取引先に対して、万一不当な要求をするよ

か、全社
（下請法適用取引を行う部署は必須）
を対象とした研修を

うなことがあった場合を想定し、お取引先のための「お取引先さま

16回実施し、525名が参加しました。研修では、社員の普段の業務

相談窓口」
を設けています。相談を受けた場合は、お取引先が不

への有用性とわかりやすさに配慮した資料作りにより、参加者から

当な扱いを受けることが無いよう中立的な立場であるコーポレート

は
「とても理解しやすかった、非常に役に立った」
という声が寄せられ

本部が対応し、担当役員が責任を持って処理を行います。

ました。2011年度は研修後のフォローを充実させるために、定期的

このほか、直接の取引を担当していない第三者部門
（内部統制

かつ対象者別に実施可能なe-ラーニングの導入を予定しています。

室）
による購買実績のモニタリングを行うことにより、公正性の確

今後も社内イントラネットの充実や定期的な研修を通じて、同法の

保を図っています。今後もこうした取り組みにより、健全な取引を通

遵守と意識向上に努めます。

じてお互いの信頼関係を深め、協力体制の構築に努めます。

お取引先とのパートナーシップの強化

■ お取引先選定基準とCSRに配慮した取引の推進

■ 品質向上と業務改善に向けた連携強化

購買外注管理規程、お取引先口座管理規程など各種規程を
定め、一定の購買ルールに従ったお取引先の評価・選定並びに

日常の取引の中でお取引先との情報交換や意見交換等の機

取引の実施に努めています。新規お取引先の選定にあたっては、

会を設けることで、相互信頼を深めています。

複数部門による審査を実施し、相手先や外部調査機関から入手

特に品質管理については、必要に応じてお取引先の品質管理

した情報をもとに適正性を判断し選定しています。

の状況を調査、掌握し、改善をお願いしています。今後もお取引先

また、社会やステークホルダーの要請に応えるべく、サプライ

との対話を重視し、品質向上・業務改善に向けたパートナーシップ

チェーン全体での対応も進めています。購買取引においては、
「グ

の強化に努めます。

ループCSR憲章」
「グループ行動規範」
に基づき、
清廉性、
経済性、
安全・品質、
保守、
技術、
環境に配慮した購買活動を進めています。
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サミー株式会社
生産統括本部
生産管理本部
購買部

門田 直之

サミーのものづくりは、
協力会社さまのご協力があってこそ
私たち購買部に求め
られる役割は、市場のニーズを見極めてより良いものを安く
50
早くつくること、
そして過不足なく部材を安定供給することです。そのために必要な
ことは、他部署はもちろん協力会社さまとの連携や日々の情報共有が欠かせませ
ん。ですから私は、
どんなに忙しい時でも頻繁に協力会社さまと情報交換を行うよう
心がけています。サミーの成長、
サミーのものづくりは、協力会社さまのご協力があっ
てこそ実現できることです。これからもお互いが成長できるように信頼関係をさらに
強めていきたいと思います。
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CSR憲章

私たちは、グローバルな視点をもって事業を展開し、継続的な成長・
企業価値の最大化を目指します。
そして、適正な利益還元と適時的確な情報開示を通し、透明な経営
を図り、株主・社会の期待に応えます。

私たちにとっての株主・投資家とは
適時的確な経営情報の開示と適正な株主還元の実施を、経営の重要
課題とします。
斬新なアイディアに基づく商品開発、安定供給を可能にする生産体
制、緻密なマーケティングに基づく販売計画と目先の利益にとらわれな
い営業姿勢、そして、透明性・信頼性の高い管理体制を整え、株主・投資
家の皆さまの信頼に応えます。また、株主・投資家との様々な双方向コ
ミュニケーション活動を通じ、経営情報を的確に伝達すると同時に、皆さ
まからのご意見を収集し、経営へのフィードバックを行います。

Code of Conduct
グループ行動規範
「透明性の高い経営」
「双方向コミュニケーション」
❶法令その他のルールに則り、会社情報を適正かつ公正に開示し、経営
の透明性の確保に努めます。
❷株主の声に積極的に耳を傾け、双方向性のある対話型コミュニケー
ションに努めます。
「積極的かつ公平な開示姿勢」
❸投資家の理解に資する会社情報の積極的な開示に努めます。
❹全ての投資家と公平に接し、会社情報の偏在防止に努めます。
「適正な利益還元」
「企業価値の最大化」
「永続性」
❺効率的な資産運用と、適正な利益還元を行います。
❻世界の情勢や動向に常に目を配り、社会の期待に応えながら、企業価
値の最大化と継続的な成長を目指します。
「インサイダー取引」
❼インサイダー取引に関する法令・社内規程・ルールを遵守し、未公表の
重要事実を厳格に取り扱います。
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株主・投資家への情報開示

株主・投資家とのコミュニケーションの充実

■ 情報開示の基本方針

■ コミュニケーション方針

セガサミーグループは、東京証券取引所の定める適時開示規

セガサミーグループは、株主・投資家の皆さまとの様々な双方向

則に沿って情報開示することはもちろん、経営方針や事業活動等

コミュニケーション活動を通じて、当社の経営情報を的確に伝達

を幅広く情報提供することで、株主・投資家の皆さまからの一層の

すると同時に、投資家の皆さまからの経営に対する貴重なご意見

理解と信頼を得るための活動に努めています。

を収集し、経営へのフィードバックを行っています。

■ 情報開示ツールと適時開示

■ IR活動

情報の開示については、
その内容を考慮した最適な開示手法

ホールディングスでは、国内外における投資家向け説明会等の

を心がけています。近年のインターネットの普及に伴いホームペー

実施や、株主・投資家の皆さまからのお問い合わせにお答えする

ジを利用した情報発信を強化しており、
ホームページの「投資家情

ためのIRインフォメーションセンターを設置しています。また、国内

報」には、最新の充実した情報を掲載するよう努めています。

外の機関投資家や証券アナリストに対して決算説明会を半期に
1回開催し、四半期決算に関してはテレフォンカンファレンスを実

■ 開かれた株主総会の実践

施しています。

ホールディングスは、
より多くの株主の皆さまに定時株主総会に

適正な利益還元

出席していただけるよう、集中日を避け、収容人数に配慮して会場
を決定しています。

■ 株主の皆さまへの利益還元

2011年6月の総会には、749名の株主の皆さまにご出席いた

ホールディングスでは、株主の皆さまに対する利益還元を経営

だきました。今後も、
ご意見やご質問をいただきやすい仕組みづく

の重要課題として位置づけ、利益に応じた適正な配当を行うこと

り、
スムーズな運営等を心がけていきます。

を基本方針としています。

投資家情報の充実

詳しい情報は下記をご覧ください
■ IRサイト

ホールディングスのアニュアルレポート
は、日経 新 聞 社の「 2 0 1 0 年 度日経ア
ニュアルリポートアウォードの佳作」に選
出されるなど、高い評価をいただいていま
す。今後も株主・投資家の皆さまへのさら
なる情報の充実を目指します。
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セガサミーホールディングス株式会社
グループコミュニケーション室
ＩＲ担当

諫山 康弘

http://www.segasammy.co.jp/
japanese/ir/index.html

■ アニュアルレポート

http://www.segasammy.co.jp/
japanese/ir/library/pdf/printing̲
annual/2010/2010̲annual.pdf

“適時・適切、わかりやすい情報開示”に努めます
私たちに求められる使命は、株主・投資家の皆さまに“適時・適切、
わかりやすい
情報開示”を行い、
双方向コミュニケーションを推進し適正な企業価値の獲得を図
50
ることです。私はＩＲ担当として、
いかにして有益な情報をわかりやすくご提供できる
かを常に考えています。
グループ会社が多岐にわたるなかで、
とにかく現場に足を運
びたくさんの情報を収集する、作成する資料はわかりやすさを追求して改善改良を
図る、株主・投資家の皆さまからいただいた貴重なご意見は的確に経営陣にフィー
ドバックする。この日々の積み重ねこそが、皆さまから信頼をいただく条件であると
思っています。今後も皆さまとの対話を重視したＩ
Ｒ活動に努めます。
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社員一人ひとりの創造性とチャレンジ精神がグループ発展の源で
あり、最大の財産です。
私たちは、社員が持つ限りない可能性を最大限発揮できる企業文
化を育み、ともに成長していきます。

私たちにとっての従業員とは
会社にとって最も大切な財産は社員であり、
また、社員の持つ創造性
とチャレンジ精神は、
グループ発展の源です。
社員がそれぞれの可能性を最大限に発揮させるためには、安心して
働ける職場環境が必要です。相手の人格を尊重して誠実に接し、必要な
コミュニケーションを取ることで、お互いの良さが引き出され「働きが
い」、
「やりがい」のある快適な職場が生まれます。このような意識を持
ち、お互いのニーズを感じながら仕事を進めていくうちに社内コミュニ
ケーションは向上し、おのずと個人の仕事も会社全体の仕事の質も向
上していきます。

人権の尊重と差別の禁止
セガサミーグループでは、人権の尊重が従業員をはじめとしたあら
ゆるステークホルダーとの関係構築において最も基本的な事項である
と考えています。
「グループ行動規範」には、人権尊重の基本的な体制
と、人種・信条・性別・年齢・障がい・学歴・門地等を理由とした、雇用機会や
待遇の均等を損ねる差別行為を行わないことも定めています。

Code of Conduct
グループ行動規範
「職場環境の整備」
❶社員の安全と健康に配慮し、安心して勤労できる職場環境を構築
します。
❷社員が個々の能力を十二分に発揮し得る、
「働き甲斐」
「やり甲
斐」のある柔軟性に富んだ会社にします。
「ハラスメント」
「差別」
❸セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、プライバシー侵害等、職
場環境を乱す行為は行いません。
❹人種・信条・性別・年齢・障害・学歴・門地等を理由とした、雇用機会や待
遇の均等を損ねる差別行為は行いません。
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社会性の高い人材の育成のために
■ 人事制度・処遇

■ 社内コミュニケーションの促進

社員のさらなる能力発揮とモチベーション向上のため、資格・役

社内コミュニケーションを促進させる仕組みとして、
イントラネット

割・成果に応じた評価を行っています。この人事制度の適切な運

の整備、
目標管理の導入、
レクリエーション活動、会議・話し合い

用に不可欠である公正な評価実現のため、管理職全員に評価者

の場を設けています。

研修も実施しました。

業務上または生活上の各種相談においては、
日常的な職制上

また、社員のキャリア形成支援のために複線型人事制度を導

の相談に加え、
セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・人事・

入し、組織を率いていく
「マネジメント職」
と自分の知識や技術を活

キャリア・育児相談窓口や、法律相談、健康相談窓口を社内外に

かしていく
「プロフェッショナル職」のコース選択を可能にしていま

設置しています。また、
コンプライアンス推進に関する制度、個人

す。これにより、社員の強いプロ意識の向上につながると考えてい

情報保護に関する制度に加え、重要法令等の情報を社員に通知

ます。そのほかにも社内公募制度を導入するなど、社員一人ひとり

する場合には、情報の受け手のスムーズな理解のため、Q&A・諸

がその力を存分に発揮でき、何ごとにも挑戦していこうという自律し

般定型書式の雛形を定めるなどの整備を進めています。

た企業風土づくりに努めています。

多様性と機会均等

■ 教育・研修制度の充実

■ 多様な人材の活用と採用

社員の主体性を重んじた人材教育を実施しています。採用の段
階から内定者に対し、
自律というメッセージを発信して心構えを持

多様な雇用形態があり、以前から性別・国籍等の区分け無く採

たせ、新入社員研修では
「教えてもらう」
では無く
「自ら考える」に重

用をしています。

きを置き、会社に依存しない社員を育成しています。

入社した社員に対しては、
オリエンテーションや導入研修を行う

また、管理職についても画一的な内容の研修を実施するのでは

などスムーズな配属を支援しています。
また、正社員においては、入

無く、内省につながる仕組みを導入し、
自己理解を深めさせ自発的

社3ヶ月経過時点で勤務評定・人事面談を行い、配属先でのフォ

な能力開発の支援を行っています。

ローに活用するほか、以降の採用の参考としています。

さらに、社員の自発的な能力向上に対する取り組みを補助する
■ 障がい者や高齢者の雇用

制度もあります。具体的には、
スキルアップにつながる通信教育講
座の受講に際して受講料の半額を補助する制度や、受験費用の

積極的な障がい者雇用の取り組みを推進しています。各部門に

割引を行う制度等を整備。
また社員が自発的に自己啓発を希望す

障がい者職業生活相談員の配置を進め、定期的な面談を実施し、

る場合は、外部の教育サービス提供者と提携し、適切な教育メ

働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。
また、本社事業所

ニューを受けられるよう努めています。

に車椅子昇降機や階段用手すりを設置するなど、ハード面での
バックアップ体制を整備するのと同時に、障がい者に対する社内

■ 雇用状況の推移

意識の向上にも努めています。

2008年度
2009年度
2010年度
14名
（4名）
男性
（女性）
90名
（11名）
49名
（12名）
新卒採用数
18名
合計
101名
61名
18名
（6名）
男性
（女性）
33名
（6名）
23名
（6名）
中途採用数
24名
合計
39名
29名
（288名）
男性
（女性） 2,663名
（406名） 2,320名
（341名） 2,135名
社員数
（受入出向者除く）
2,423名
合計
3,069名
2,661名
平均勤続年数
10年7ヶ月
9年2ヶ月
9年8ヶ月

また、高年齢者再雇用についても制度を設け、
それぞれの雇用
形態の基準に従い採用しています。

■ 管理職の推移

■ 労働災害発生件数の推移
労働災害発生件数

※1：
（

※1

通勤災害発生件数

勤務内災害発生件数

2008年度

2009年度

2010年度

管理職数

556名

511名

523名

管理職数全社員
に占める割合

18.4％

19.4％

20.2％

2008年度

13件
（うち

9件）

65件
（うち

59件）

女性管理職数

13名

13名

13名

2009年度

15件
（うち

0件）

47件
（うち

32件）

2010年度

13件
（うち

7件）

46件
（うち

40件）

女性管理職数
全管理職に占める割合

2.3％

2.5％

2.5％

2008年度

2009年度

2010年度

36.9%

34.6%

42.3%

■ 有給休暇取得率の推移

）
内は、
アミューズメント施設での発生件数

有給休暇取得率
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ワークライフバランスの推進
■ 福利厚生

■ 仕事と家庭の両立支援の拡充
仕事と家庭の両立を図ることができるよう、育児休暇制度、介護

社員がリフレッシュし、仕事への英気を養えるよう、様々な福利厚

休暇制度等を設け支援しています。出産・育児休暇の取得前に

生制度を整えています。社員の疲労回復や健康増進を目的とした

は、取得者および上長に対し、育児制度や諸手続きについて説明

本社地区でのリラクゼーションルームの設置やセガサミーグループ

するほか、育児相談窓口の設置や、子育て情報を交換できる
「子

保養所（伊豆高原、軽井沢、小淵沢）
の利用を通じ、社員のコミュ

育て広場掲示板」の開設を行うなど施策の浸透・拡充に取り組ん

ニケーション促進、組織・チーム力アップや心身の健康増進を図っ

でいます。
また、
イントラネットに掲載される最新の会社情報は、休

ています。
そのほか、年間一定のポイントを付与し、ポイント範囲内で様々

業中も自宅から閲覧可能であり、
スムーズな職場復帰を実現して

な形でのサービスを利用できるセガマイレージ制度
（カフェテリアプ

います。

ラン）
や財産形成の目的に応じた財形貯蓄制度など、社員一人ひ

さらに、社員が積極的に社会貢献活動に参加するための支援

とりのニーズに合った福利厚生の提供に努めています。

策の一環として、
ボランティア休暇制度も設けるほか、長時間労働
の削減や有給休暇取得率向上にも取り組んでいます。

労働安全衛生

■ 育児・介護休暇取得者数の推移
育児休暇
取得者数
介護休暇
取得者数

男性
（女性）
合計
男性
（女性）
合計

2008年度
0名
（14名）
14名
0名
（0名）
0名

2009年度
0名
（6名）
6名
0名
（0名）
0名

2010年度
1名
（10名）
11名
2名
（0名）
2名

■ 健康管理・増進体制の強化
定期的な健康診断の実施、人間ドック受診補助、健康に関する
専門的な窓口（ＥＡＰ）
に加え、看護師の常駐、および内科、精神
科医、保健師への相談が可能な健康管理センターを設置。社員

■ 育児・介護に関する制度

育児短時間勤務

子が小学校就学までは１日につき最長２時間の勤務時間を短縮可能。
小学校就学後、小学校３年生までは１日につき退勤時間を最長
１時間短縮可能。
また、
３歳に達するまで給与控除を行わない。

子の看護休暇

子が小学校に就学するまで一人につき年間５日、二人以上は
年間１０日利用可能。
保存有休を保有している場合は、保存有休を充当可能。

育

育児休業制度

子が１歳に達するまで利用可能。
父母ともに育児休業を取得する場合は、
１歳２ヶ月に達するまで利用可能。
保育所の入所が困難な場合は１歳６ヶ月に達した日以降最初の４月の
保育所入所日まで利用可能。

児

介護休業制度

進を支持する体制を整えています。
今後も社員の健康管理体制の強化や各種健康保持・増進施
策の立案を進めていきます。
■ 労働安全の取り組みの推進
法令に則り、安全衛生委員会を毎月開催し、委員会の議事録を

介

１要介護家族につき通算９３営業日内で利用可能。
（介護短時間勤務を含む）

護

介護短時間勤務

１要介護家族につき通算９３営業日内で１日につき最長２時間の
勤務時間を短縮可能。

介護休暇

１要介護家族につき年間５日、二人以上は年間１０日利用可能。
保存有休を保有している場合は、保存有休を充当可能。

e
g
a
s
s
e
M
株式会社セガ
マーチャンダイジング部

大穀 良美

相談サービス
（ＥＡＰ）
においては、家族の利用も含め健康維持・増

含む安全・衛生にかかわる各種情報を社内ＷＥＢサイトに掲載して
います。
また、安全運転管理委員会の組織設置・監督により、社員
への注意喚起と周知に努めています。

好きを仕事にして得たやりがい
セガに入社したきっかけは、
もともとキャラクターグッズが大好きだったことです。
販売されている商品とは違う限定感や希少価値に惹かれよくＵＦＯキャッチャーで
ぬいぐるみを集めていました。現在は、雑誌等のメディアを活用してプライズ商品の
ＰＲ業務を担当していますが、
自分のやりたいことを次々任せていただける職場環
境にとてもやりがいを感じています。
もちろん、
やるからには結果や成果が求められ
責任も重大ですが、
その分やり遂げた時は大きな自信につながります。今後も“自
分の好きを仕事にして得たやりがい”をエネルギーに新しいことにチャレンジしていき
たいと思います。
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人事の基本的な考え方と雇用状況
対策推進法に基づく基準適合一般事業主として認定されており、

■ 一人ひとりの可能性を最大限に発揮するために

2011年においても基準適合一般事業主として認定されるよう取

社是である
「積極進取」の精神で、
サミーで挑戦したいという意

り組んでいます。

欲とプロ意識を兼ね備えたエンタテイナーを採用し、個々の可能性
を最大限に発揮するための職場環境を提供することで、人と組織

■ 有給休暇取得率の推移

の成長・発展を目指しています。

有給休暇取得率

2008年度

2009年度

2010年度

62.7%

56.9%

62.8%

2009年度
1名
（6名）
7名
0名
（0名）
0名

2010年度
1名
（11名）
12名
2名
（1名）
3名

■ 雇用の状況
2011年3月末日現在の社員数は1,048名で、平均年齢は

■ 育児・介護休暇取得者数の推移

35.7歳です。2010年は新卒・中途採用合わせて22名が入社し

育児休暇
取得者数

ました。なお、新卒採用者の入社3年経過時の在職率は89％、入

介護休暇
取得者数

社5年経過時でも約84％の水準を保っています。
また、女性の採
用にも前向きで、入社後は性別にかかわらず公平に評価する人事

育児休業制度
育

■ 雇用状況の推移
2010年度
6名
（0名）
6名
15名
（1名）
16名
943名
（105名）
1,048名
8年1ヶ月

児

2008年度
2009年度
46名
（3名）
9名
（4名）
49名
13名
9名
（0名）
9名
（0名）
9名
9名
1,049名
（116名） 959名
（110名）
1,165名
1,069名
6年4ヶ月
7年7ヶ月

介
護

2009年度

2010年度

管理職数

250名

180名

261名

管理職数全社員
に占める割合

21.5％

16.8％

24.9％

2名

1名

2名

0.8％

0.6％

0.8％

女性管理職数
女性管理職数
全管理職に占める割合

子が1歳に達するまで利用可能。
父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に
達するまで利用可能。
（要件を満たす場合、最長2歳6ヶ月に達するまで延長可能）

育児短時間勤務

子が小学校就学するまでは、1日につき最長2時間の
勤務時間を短縮可能。
小学校就学後、小学校3年生までは1日につき
最長1時間の勤務時間を短縮
（早退）
可能。

子の看護休暇

子が小学校に入学するまで、一人につき年間5日間、
二人以上の場合は年間10日間利用可能。
積立年休を保有している場合は、積立年休を利用可能。

介護休業制度

■ 管理職の推移
2008年度

2008年度
0名
（11名）
11名
0名
（2名）
2名

■ 育児・介護に関する制度

制度となっています。

男性
（女性）
新卒採用数
合計
男性
（女性）
中途採用数
合計
男性
（女性）
社員数
（受入出向者除く）
合計
平均勤続年数

男性
（女性）
合計
男性
（女性）
合計

介護短時間勤務
介護休暇

1要介護家族につき通算93営業日以内で取得可能。
（介護短時間勤務含む）
1要介護家族につき通算93営業日以内で取得可能。
短期介護休暇
（要介護者一人につき5日間、二人以上の場合は年間10日間利用可能）
長期介護休暇
（積立年休を保有している場合、
その限度内で利用可能）

■ 労働時間の適正化
社員が心身ともに健康であるために、長時間労働の削減に努
めています。長時間労働者に対するケア
（産業医面談及び所属
長への長労働時間削減の徹底、休日の取得促進等）
を体系的に
実施した結果、年間総労働時間は徐々に減少しています。

働きやすい職場づくり

■ 年間総労働時間の推移
年間総労働時間

■ ワークライフバランスの推進
次世代育成支援対策推進法に基づき、育児・介護に関して法
定以上の制度を定めています。例えば、子の出産後、特別休暇に
加え最大４日まで有給休暇を取得できるHello Baby 休暇制度
や、小学校３年生の子まで対象を拡大した育児短時間勤務制度
の導入など、仕事と子育ての両立を目指す社員を支援し、働きや
すい職場環境を提供しています。
また、労働時間短縮の取り組みとして、有
給休暇取得促進に関する制度（リラックス
ホリデー）
を導 入しています。その 結 果 、
2007、2009年において次世代育成支援
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2008年度

2092.34

2009年度

2048.34

2010年度

2031.41

※ 対象期中にすべて在籍する者
（入社者・退職者・休職者を除く）
※ 対象期末で非時間管理者と
なった者を除く
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■ メンタルヘルスケアの推進

■ 障がい者雇用の推進と定年退職者の再雇用

メンタルヘルス対策として、
「 予防」
が最も重要と考えています。

障がい者の雇用に関して、公共職業安定所および人材サービ
ス会社主催の合同面接会へ参加し、積極的な採用活動を行って

自らのストレス状況を把握するためのＷＥＢツールを活用し、
セルフ

います。

チェック機能を高める一方、
ラインケアの強化として、2010年度に

また、
「 高年齢者雇用安定法」改正に基づき、2006年より定年

全管理職に対してメンタルヘルスマネジメント研修を実施し、部下

再雇用制度を導入しています。制度導入後現在にいたるまで、希

の体調変化に素早く気づけるよう、意識強化を図っています。
さら

望者全員を最長５年間再雇用しています。

に、上司による労働環境改善や、産業医との面談・外部医療機関
への相談体制の整備など、疾病の早期発見・迅速な対応に努め

■ 労働安全への取り組み

ています。
また、休職者が復職する際には、所属長・産業医・人事
部が連携を図り、全面的なサポートを行っています。

社員の健康と安全を守るため、安全衛生委員会を毎月開催して
います。川越工場では、社員自らが身のまわりに潜む危険要因を
チェックし、都度改善する
「６Ｓパトロール※ 」活動を行うなど、各職

■ 健康管理・増進体制の強化

場の業務特性や実情に沿った取り組みを推進しています。

年１回受診する健康診断結果をもとに、産業医および看護師

2010年の労働災害発生件数は10件となり、前年を上回りまし

からの指名による健康面談の実施や、勤務時間中いつでも産業

た。災害が発生した職場では、原因を究明するとともに改善策を講

医・看護師に相談できる体制を整備するなど、社員の健康管理体

じています。

制の強化に努めています。

※ 整理（せいり）
・整頓（せいとん）
・清掃（せいそう）
・清潔（せいけつ）
・躾（しつけ）
に、サミー川越工
場では安全（セーフティー）
を追加。
６Ｓパトロールとして安全・衛生面に配慮し、働きやすい環境づ
くりを目指しています。

安心して働ける環境づくり
（長期収入サポート制度）

■ 労働災害発生件数の推移
労働災害発生件数

通勤災害発生件数

勤務内災害発生件数

2008年度

0件

4件

2009年度

1件

1件

2010年度

8件

2件

e
g
a
s
s
e
M
サミー株式会社
営業本部
管理部

田島 大慈郎

ケガや病気で働けなくなった際の所得補償として、長期収入サ
ポート制度（団体長期障害所得補償保険（ＧＬＴＤ））
を2011年4
月より導入しました。会社にとって最も大切な財産は社員であり、働
けなくなるリスクの一部を会社が補償する制度を導入することで、
社員が「安心して働ける環境」の実現につなげています。

プライベートの充実が仕事の充実につながります
第二子の誕生と同時に、育児休暇を取得させていただきました。育児休暇を取
50とで、子育ての最初の段階から携わることができ、子育ての大変さを身を
得するこ
もって実感すると同時に、家族の絆を深めることができました。休暇にあたって快く
送り出してくれた、上司・同僚には感謝の気持ちでいっぱいです。
プライベートの充
実は仕事の充実にも確実に直結するので、
ぜひ、若い後輩社員にも続いてもらい
たいと思います。
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働きがいの向上を目指して
■ 全社員に「プロ意識」を強く持たせる人事制度

■ 体系的な教育研修制度の充実

社員一人ひとりがプロ意識を持ちチャレンジし続けるために、主

「一人前としての能力を習得するまで、組織は責任を持って育

体的なキャリア選択を提供する自己選択型の制度を整備し、
「マ

成する」
という人財マネジメントポリシーに基づき、入社後それぞ

ネジメントコース」
と
「プロフェッショナルコース」
を設けて専門性の

れの階層における研修プログラムを整備し、能力開発の機会を

確立と役割の明確化を図っています。

提供しています。
2010年度は、
これまで階層ごとに実施していた研修をさらに

■ 公正な評価の実現

細分化した等級ごとの研修として内容のリニューアルと充実を図

資格や職種ごとに求められる要件を定義し、
その求められる役

りました。

割と責任に応じて公正に評価・処遇を実施しています。
また公正な

■ 階層別教育研修体系
管理職

3日

労務管理・メンタルヘルス等の基礎知識の習得

新任管理職

5日

リーダー

2日

他者との関わりに視点を置いた業務遂行スキルの習得

中堅3年目

2日

プロとしての意識と自覚を高める

中堅1年目

3日

自己のたな卸し、
基本姿勢とビジネススキルの振り返り
期待役割の理解と社会人としての基礎力習得

入社3年目

3日

新人フォロー研修
新人社員研修

新人フォロー
新入社員

3日
1ヶ月

リーダー

マネジメントの原理原則の習得

新入社員

評価することで社員一人ひとりの自主性を引き出しています。

中堅社員

管理職

評価の実現のために、結果だけでなくその結果にいたるプロセスも

■ 自己申告制度の実施
年1回、担当する職務についてのやりがいや満足度と将来的に
チャレンジしたい仕事（移動希望）
を申告できる自己申告制度を実
施しています。これにより社員一人ひとりの育成やチャレンジする
意欲をサポートし、
より適切な人材配置に役立てています。
■ 社員満足度調査の実施
より良い職場環境の実現を目指し「社員満足度調査」
を実施

経営感覚・ビジネス感覚を養う
次期リーダーとしてのマインドアップを図る

しています。このアンケート調査では会社方針・職場・仕事等に
■ 社内表彰制度の実施

対する社員の率直な意見を聞き、結果をもとに部署長を中心とし
た各職場改善の検討実施や人事制度改定の検討等、具体的

社員の優れた成果を称え、社員のモチベーション向上につなげ

な取り組みを進めています。

ることを目的に社内表彰制度を設けています。
これは、社員が業務
プロセスで実行した改善活動や新たに創出した開発、営業成績
等に対し、優れた成果を
「会長賞、社長賞」
として表彰するもので
す。2010年度は、会長賞として4部門、社長賞として1部門、1個
人が表彰されました。

e
g
a
s
s
e
M

サミー株式会社
営業本部
営業企画部

坂本 幸敏

部署異動をきっかけに得た広い視野と夢
営業の現場から現在の営業企画に異動し約１年が経過しました。営業企画の
50遊技機の販売時期や価格設定などいわゆる販売戦略を考える業務のほ
仕事は、
か、営業マンが使用する提案資料の作成など多岐にわたります。
それゆえ自分の仕
事がより会社の業績を左右するという責任にプレッシャーを感じる一方、
自分の頑
張り次第で大きな結果をだせるということにやりがいを感じています。
また、部署異
動を機に多くの方々と接する機会が増えたことでこれまでよりも視野が広がり、将
来の夢もグッと広がったように思います。今後もプレッシャーをやりがいに変えて、
様々なことにチャレンジしていきたいと思います。
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グループ会社の取り組み
■ セガ・ロジスティクスサービス

■ 日本マルチメディアサービス

社員の能力開発とキャリア形成を支援しています

社外教育支援制度を導入しました

セガ・ロジスティクスサービスでは、社員一人ひとりの自律的な能

日本マルチメディアサービスでは、2010年度に社員の育成を目

力開発やキャリアアップを支援することを目的に2010年度に新た

的に社外教育支援制度を導入しました。
これは会社が全額もしくは

に通信教育制度を設けました。通信教育講座修了者に対して、受

一部負担し社外の研修や社会人大学に通うことができる制度で、

講料の半額（条件により全額）
を会社が負担し、社員が積極的に

2010年は計5名が制度を利用しました。

学習する機会を提供しています。

オペレーションスタッフの研修を充実しています
職場の安全と働きやすい環境づくりに努めています

お客さまの声に総合的に対応する日本マルチメディアサービス

セガ・ロジスティクスサービスでは、社員の長時間労働の抑制並

は、迅速かつ的確な対応を目指し、
お客さま対応にあたるオペレー

びに、産業医による健康診断結果に対する指導の強化。
そして職

ションスタッフに、実際の製品を用いた実質的な研修を行っていま

場の5S（整理、整頓、清掃、清潔、躾）運動を徹底し災害防止に

す。
また、
その後の理解度を深めるためのフォローアップ研修も行っ

努めることを基本方針に掲げています。2010年は衛生委員会を

ています。

毎月開催し、取り組み状況の可視化を図るとともに改善すべき点
を随時抽出しました。今後も社員が安心して働くことのできる職場

■ ダーツライブ

環境づくりの向上と整備に努めます。

社内コミュニケーションの促進を目指し
社内報を創刊しました

■ マーザ・アニメーションプラネット

ダーツライブでは、社内コミュニケーションの促進と社員のモチ

外部講師を招いた講演会を開催しています

ベーションアップを図るために社内報を創刊しました。社内報「DL

マーザ・アニメーションプラネットでは、社員のモチベーションアッ

Press!!」では、新入社員の紹介や会社からのお知らせ等掲載内

プやキャリア形成を目的に、
クリエイティブの第一線でご活躍され

容は様々で、読んだ社員の士気が上がるような工夫を盛り込んでい

ている方々をお招きし、講演会を開催しています。参加した社員か

ます。
また、社員間の親睦と一体感を高めることを目的にクラブ活動を

らは非常に勉強になったという声が多く、今後も継続していく予定

行っています。仕事以外でも
「やりたいことを本気でやりたい」
という

です。

社員の思いが、
クラブ活動スタートのきっかけです。今後も社員の
働きがいや幸せを追求するためにサポートしていきます。
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日本マルチメディアサービス株式会社
管理部
オペレーション本部

髙貫 照雄

大久保 徳子

学ぶことを習慣化することが大切
「学ぶ」
ことはいくつになっても大切であると社外の研修に参加して実感しまし
50 私たちが参加した研修には、上場企業の役員クラスから学生まで幅広い
た。今回、
層の参加者がいて、バラエティーに富んだクラスメート達の学びに対する意識の高
さ、成長への貪欲さに幾度となく触れることで、
それまで持っていた自分の仕事に向
かう姿勢や考え方が、
これまでと変化したように思います。一番気づかされたことは、
とにかく学ぶことを“習慣化”する大切さと難しさです。業務が忙しくなるとつい業務
一辺倒になりがちですが、
自らの成長が会社の成長にもつながることを考えれば、
常に学び続けることは大切です。学びの機会は与えられるものではなく、
自ら手を挙
げて積極的に臨むもの。今後は同僚や後輩にも勧めていきたいと思います。
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■ セガトイズ

■ サミーデザイン

労働時間の適正管理に取り組んでいます

安全教育・研修を実施しています

セガトイズでは、社員一人ひとりが心身ともに充実した状態で業

サミーデザインでは、安全衛生の確保と快適な職場環境づくりを

務に取り組み、
かつ社員のやる気や活力を引き出すために2010

目指し、全社員を対象とした安全教育・研修を行っています。

年から労働時間の適正管理に取り組んでいます。

また、協力会社（施工会社）
さまに対しても、安全な労働環境の

具体的には、
ノー残業デーの実施のほか、各部門が毎日持ち回

維持・向上を図るための安全教育・研修
（パートナー会議）
を年4回

り制で退社を励行する仕組みを設けるなど、時間外労働を削減す

行っています。2010年は主要20社の皆さまにご参加いただきまし

るための社員の意識・行動改革を行っています。
また、
月ごとに時間

た。2011年度からは、安全最優先の施工および品質管理をさらに

外労働時間を把握し、時間外労働の多い当該社員・上長への報

徹底し、新たに安全パトロール隊による評価システムを展開して、

告・指摘により注意喚起も行っています。

無事故無災害を目指します。

■ セガ ビーリンク

社員教育・研修に力を入れています

店舗スタッフの育成を推進しています

サミーデザインでは、全社員が建築に関する幅広い知識をしっか
りと身につけ、実務にその知識を活かす事を目的に、社員教育や研

セガ ビーリンクでは、
エンタテインメント空間の演出、創造を担う

修を行っています。

社員の育成に力を注いでいます。具体的には、
お客さまへダーツの
ルールや楽しさを伝えお客さま同士を

2010年は、建築や設計に関する社内セミナーのほか、現場の

つなげる役割も果たす社員を育成す

セールスマンを養成するための講座等を定期的に実施し、のべ

るためのダーツインストラクター制度

326名の社員が受講しました。参加者からは、
「 建築に関する知識

やバーテンダーを育成するフレアバー

の再認識ができた」、
「わからない事も聞くだけではなく、
自ら調べる

テンダー人事制度を導入しています。

ようになった」、
「 実際に現場で役立った」等の声が多く、今後も内
容の充実を図りながら、社員の教育に力を入れていきます。

バーテンダーによるフレアショー
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株式会社セガトイズ
コーポレート本部
総務人事部

株式会社サミーネットワークス
新規企画部 サービス企画室

清水 みや子
石内 真人

渡辺 秋乃

職場環境の改善を文化・習慣に

周囲の方々への感謝と密なコミュニケーションを大切に

当社は玩具を扱う会社ということもあり、つい仕事にのめり込
んでしまう方が多いのが実情です。
ノー残業デーで早く帰る日は、
自らを高めるための学びに活用したり、家族と一緒に過ごす時間
を持つなど、意欲的に外の空気に触れることを意識して欲しいと
思っています。今後はこの取り組みが形骸化せずに、文化・習慣
になるように工夫していきたいと考えています。
また、外部講師を
招いた講演会や外国人講師による英会話研修等を社内で実施
し、社員の成長を後押しするための様々な取り組みも進めていま
す。近い将来、世界の国々を舞台に活躍する人財が一人でも多
く生まれるような職場環境を目指し、積極的に取り組んでいきた
いと思います。

私は新規企画部門にて、新しいソーシャルゲームアプリ等の企
画開発を担当しています。仕事をする上で一番大切にしている事
は、周りの人たちとのコミュニケーションです。私は今、育児中で短
時間勤務制度を利用させていただいていますが、限られた時間内
で業務を進めようとすると、
どうしても視野が狭くなりがちです。
しかも
元々人見知りで、私生活でも用件をメールで済ませてしまう事が多
い性格なので、
とにかく周囲の方々とのFace to Faceでのやりとり
を頻繁にするよう心がけています。
これからも仕事・プライベートにお
いてサポートしてくださる皆さんへの感謝の気持ちを忘れずに“生涯
現役で、
大好きな仕事を続ける”という夢に向かい、
仕事と育児を両
立して頑張っていきたいと思います。
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With Society
CSR憲章

私たちは、企業市民として社会を構成する一員であることを強く自
覚し、本来の事業活動の繁栄を通じて社会に貢献するだけでなく、
芸術・スポーツなどの文化の発展支援への取り組みを、積極的かつ
自主的に行います。

私たちにとっての社会貢献とは
セガサミーグループは、良き
「企業市民」
として社会に貢献する必要性
を強く認識しています。本業のエンタテインメントを通じて豊かな社会
の創出に貢献していくことを第一の使命と考えています。次に独自のア
イディアにより、
スポーツや芸術など様々な活動を幅広く継続的に支援
しています。とりわけ将来の豊かな社会の実現を確かなものとするため
に、次世代の育成に力を入れ、子どもたちに夢と感動をお届けする場を
創出しています。また社員一人ひとりの社会貢献意識を高める風土づく
りも積極的に行っています。

Code of Conduct
グループ行動規範
「本業の繁栄」
❶お客さまに喜んでいただける商品・サービスの提供により本来の事業
の繁栄を常に目指し、納税・雇用の創出により社会に貢献することを忘
れません。
「社会への貢献」
「寄付」
❷事業活動を通じて社会に貢献するのみならず、芸術・スポーツなどの文
化の支援にも積極的かつ自主的に取組み、豊かな社会の実現に貢献し
ます。
❸寄付を含む社会貢献活動を行う際は、税法・商法・政治資金規正法等の
関係法令に従って定められた社内ルールを遵守して、公明正大に行い
ます。
「地域社会」
❹地域社会との連帯と協調を図り、地域に根ざす企業として積極的かつ
自主的な交流に努めます。

スポーツ
芸 術
文 化

事 業
貢 献

NPO
非営利
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スポーツ
芸 術
文 化

児童養護施設の
少年たちとの野球を通じた交流

スポーツ
芸 術
文 化

学生主催イベントへの協賛

セガサミー野球部は2011年5月にセガサミー野球場のある

ダーツライブは学生が主催するイベントなどに対して積極的な支援

八王子市内の児童養護施設の子どもたちと野球を通じた交流

を行っています。2010年に8月に開催された「KATAKURICO

会を行いました。キャッチボール、
トスバッティング、
ミニゲームを通

TRIAL CHAMPIONSHIP 2010」
（首都圏の大学にある放送

じコミュニケーションを

系の部活・サークル29団体のトークスキルを競い合う大会）
の運

図り、
スポーツの楽しさ

営支援と協賛を行いました。これからも才能ある学生のクリエイ

を体感していただきまし

ティブな活動を応援し次世代の育成に貢献していきます。

た。これからも野球を通
してスポーツ振興の支
援と積 極 的な交 流 活
動を続けていきます。

スポーツ
芸 術
文 化

東京ＪＡＺＺ2010の協賛

東京国際フォーラムにおいて毎年夏に開催される国内最大
級のジャズフェスティバルに特別協賛しています。2010年で9
回目を迎えた本イベントに
スポーツ
芸 術
文 化

セガサミーグループは当

小江戸川越マラソン2010の
協賛とボランティア

初から継続支援しており、
これからも東 京の新しい
文化の発展に寄与し続け

サミーは2010年11月に

ていきます。

行われた小江戸川越マラソ
ン2010の協賛と給水所の

ⓒHideo Nakajima

ボランティアを行いました。ゲ

スポーツ
芸 術
文 化

ストには谷川真理氏や早川
英里氏、
ダンカン氏を招き、
参加者8,888名の方々で大いに盛り上がりました。サミーは川

千歳ジュニア
スポーツフェスティバル

セガサミーカップにおけるスポーツ振興活動の一環として、

越市に生産拠点を置いており、企業市民の一員としてこれから

2008年より千歳市の小中学生を対象とした各種スポーツ講習

も積極的に地域文化の発展支援を行っていきます。

会を通し様々なスポーツの普及活動を行っています。
セガサミーグループのスポーツ振興活動理念にご賛同いただ

スポーツ
芸 術
文 化

いた、地元北海道のプロスポーツチーム、
コンサドーレ札幌をは

障がい者
クロスカントリースキー
日本チームの支援

じめ、各種目とも国内トップクラスの講師を招聘し、
（ 財）千歳市
体育協会、千歳市教育委員会のご協力のもと、11種目の講習
会 ※を実施しました。
また本活動は、近隣の恵庭市・苫小牧市の
ニーズに応える形で徐々に拡大しています。2011年はサッ

ホールディングスでは、障がい者クロスカントリースキー日本チー

カー、
テニス
（以上、恵庭市）、バスケットボール、野球（以上、苫

ムを支援しています。2011年1月開催のフィンランド・ヴォッカティ

小牧市）
の計4種目のスポーツ教室を展開しました。

のワールドカップは、太田渉子選手による日本チーム今季初のメ

※開催したスポーツ講習会11種目：
「硬式野球」
「軟式野球」
「陸上競技」
「スナッグゴルフ」
「サッ
カー」
「バスケットボール」
「バレーボール」
「硬式テニス」
「水泳」
「柔道」
「剣道」

ダル獲得(２位入賞)に始まり、
新田佳浩選手の金メダル、久
保恒造選手の海外大会初の
金メダル獲得、
そして出来島桃
子選手が銅メダルに輝くなど、
話題の多い大会となりました。

上野雅恵選手
（アテネ、
北京オリンピック連覇）
による柔道教室
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社 会
支 援

絵本を届ける
運動

社 会
支 援

NPO
非営利

海外における活動
セガ ヨーロッパ
セガ ヨーロッパは、
イギリスの子どもや若い
人々の教育・保健・住宅と社会福祉のために
活動する中小規模の団体を支援する慈善
団体GamesAid※を引き続きサポートします。
セガ ヨーロッパでは使わなくなったコン
ピュータなどをリサイクルショップなどで換金
し、文房具、パズル、基本的な学習ツール、

セガサミーグループとして公益社団法人シャンティ国際ボラン

バッグなどを購入しています。購入した文具類はモンザビーク
（現

ティア会の「絵本を届ける運動」に参画しています。子ども向けの

在世界で10番目の最も貧しい

図書がほとんど出版されていないカンボジア、
ラオスといった国々

国 ）で活 動するN P Oエデン

へ日本で出版されている絵本に翻訳文を印刷したシールを貼りつ

ラーニングセンターへ寄付して

けたものをシャンティ国際ボランティア会を通じて届けています。

います。

2010年度は208冊の

※GamesAid：英国のビデオ産業ベースの慈
善団体

絵本を作成しました。今
後もより多くのグループ
社員に賛 同を呼びか

社 会
支 援

け、参加を促し活動の
輪を広げていき各国の

NPO
非営利

広尾子育て支援センター
訪問と玩具の提供

セガトイズは12月より実施している笑顔フォトコンテストとの連

子どもたちに笑顔を届

動企画として2010年12月15日渋谷区広尾の子育て支援セン

けていきます。

ターに玩具の提供をしました。子育て支援センターは地域全体
で子育てに関する相談指導や子育てサークルの支援など子育

社 会
支 援

ての家庭に関する育児支援を行っている施設です。

献血活動の実施

子育て支援センターのクリスマス会に参加させていただき、遊
び方を教えたりしながらコミュニケーションを図り玩具の提供をし
てきました。施設側からは施設

タイヨーエレックでは全社員から募集

での玩具の消耗度が高いため

した「ＣＳＲ活動に関するアンケート」の

今回の協力は非常に助かると

結果をもとに実施し、28名が献血に協

のお言葉もいただいています。

力しました。今後も献血ボランティア活

今後は子どもだけではなく、高

動は継続していきます。

齢者も対象にした活動の実施

また、
サミー川越工場でも社員による

も検討していく予定です。

献血活動が継続的に行われています。
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株式会社セガトイズ
コーポレート本部
総務人事部

玩具で子どもたちに笑顔を
玩具の開発・製造・販売を行っているセガトイズでは、被災地並びに各地へ避難
されている子ど
もたちに対し、当社製品の寄贈を行っています。当社では、単に玩
50
具を送るだけではなく、
ＮＰＯ法人と協力して当社製品を使ってイベントを実施する
など、子どもたちに直接笑顔を提供できる“場づくり”を行っています。実際に子ども
たちと一緒になって遊ぶ中で、改めて玩具がもたらす力を実感しました。
今後も一人でも多くの子どもたちに笑顔になってもらうために、継続的かつ積極
的な活動を行っていきたいと思います。

大谷 隆
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事 業
貢 献

南相木小学校を
東京ジョイポリスに招待

事 業
貢 献

セガでは長野県にあるセガの森で里親契約を結んでいる南

高齢者の方に
ショールームを開放

サミーでは2006年6月より東京都

相木村の南相木小学校の子どもたちを修学旅行に合わせて東

豊島区の社会福祉協議会と連携し

京ジョイポリスに招待しました。子どもたちにセガのエンタテイン

ご紹介いただいた4つのデイサービス

メントを体験していただき、大いに喜んでいただきました。セガの

センターに通われる高齢者の方々を

森とは違ったコミュ

対象に本社ショールームを継続的に

ニケーションにより

開放しています。2010年度まででの

南相木村との親睦

べ136回の活動実績があります。今

を深めることもでき

年度は164名の方々にご利用いた

社会勉強にも貢献

だきました。開催時には介護福祉士

することができました。

だけでなく有志社員も参加して取り
組んでいます。

事 業
貢 献

NPO
非営利

この活動は東京だけではなく

NPOとの協働による
おもちゃの寄贈

地域の社会福祉協議会とも連
携を図り仙台や札幌、広島支
店でも実施しています。

今年2年目を迎えた「おもちゃの寄贈」は、
セガトイズのおも
ちゃをセガ･ロジスティクスサービスが届け、非営利団体と協働す
る本業を活用した社会貢献活動です。この取り組みは、当グ
ループと認定特定非営利活動法人日本NPOセンターが、寄付

事 業
貢 献

先を慎重に選定し実行しています。今年度は、特定非営利活動
法人日本クリニクラウン協会、認定特定非営利活動法人ファミ

ピンクリボン
チャリティゴルフ

セガサミーゴルフエンタテインメントが経営する北海道千歳市

リーハウス、おもちゃの図書館全国連絡会の3団体に3月末に

のザ・ノースカントリーゴルフクラブでは、乳がんの早期発見と早

贈呈し全国各地での活動に役立っています。今年は震災を考

期治療を広めるピンクリボン運動を応援しています。2010年度

慮し優先的に被災地向けの活動をしたため、早い段階から被災

は昨年に引き続き、
ピンクリボンレディスチャリティコンペを開催

地域の子どもたちへのケアができました。特に入院児が多くいる

し、表彰パーティーで乳がんについての

病院や子ども用施設からの要請が大変高く、子どもにとって遊

講義を行ったほか、
コンペのチャリティ

ぶことが生きる力につながることを実感しました。

ホールやノースオリジナルピンクリボンク
リップマーカー販売等に
よる収 益の一 部をピン
クリボン in SAPPORO
実行委員会に寄付いた
しました。
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2010年度贈呈式
実行委員長の大村先生
（札幌医大教授）
と
太田支配人
（右）

子どもたちの夢と未来をともに育んで欲しい

南相木小学校
教頭

三井 邦裕氏

セガさまとは、南相木村が「森林の里親契約」
を結んだことをきっかけに様々なイベントを通じて
交流を図るようにな
りました。実は当初、
なぜゲーム会社が森林整備に資金を出すのか。
イメージ
50
先行の表面的なものではないかと疑問に感じていました。
しかし、交流の中でセガサミーグループ
の経営理念を伺い、
また森林整備をはじめとした様々なイベントをともに経験する中で、“子どもた
ちの夢と未来を育むために取り組む”同士だと感じるようになり
ました。昨年の卒業生にメッセージカードを贈っていただくなど、
皆さまの心のこもった対応に本当に感謝しています。
これから
も、
ともに子どもたちと一緒に学び、笑い、
そして夢と未来を育
んでいきましょう。
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事 業
貢 献

パートナー
チャリティゴルフコンペ

事 業
貢 献

チャリティコンサートの開催

サミーでは仙台、大阪、広島の各支店においてお取引先さま

ウェーブマスターでは、多くの皆さまに音楽を楽しみ、癒されて

を招待し、
日頃のご愛顧に感謝するとともに、
ゴルフを通じて社

いただきたいという思いで所属アーティストユニットである女性5

会に貢献するチャリティゴルフコンペを開催しました。イベントに

名のストリングス・ユニット
「ＳＥＡＳＯＮＳ」による病院や福祉施設

は387名の方にご参加いただきました。参加者の皆さまからの

を中心としたチャリティコンサートを開催しています。
また、
セガサ

寄付金や各支店でのチャリティ金は総額271,240円となり、
こ

ミーカップ開催に合わせ、大会テーマソング｢カムイの風｣を歌う

れらは「公益財団法人日

シンガーソングライター・中西圭三氏とSEASONSのユニットで、

本盲導犬協会 」に寄付

今年も千歳市内の公的施設、計4箇所を訪ね、
チャリティコン

しました。

サートを開催しました。音楽とい
う裾野の広いエンタテインメント
の提供を通じて、地域に貢献す
るとともに芸術・文化の発展支
援のため、今後も活動を継続し
ていきます。

地 域
活 動

地元の学生に
ふれあいの場の提供

地 域
活 動

オアシスパークでは、

ＳＥＡＳＯＮＳとシンガーソングライター中西圭三氏による
特別養護老人ホームやまとの里
（千歳市）
でのコンサート風景

日遊協「共生の森」での
ボランティアと勉強会

サミー並びにサミーデザ

2010年11月に地元の

インでは、有志社員が日遊

中 学 生に就 業 体 験（ 飲

協 ※「共生の森」の運営活

食・物品点）の場を提供

動として森林整備のボラン

し、働く喜びや大切さ、厳

ティアとして参 加していま

しさを学んでもらいました。

す。また、サミーデザインか

また公園独自の社会貢

らは森林整備のほかにも日遊協の開催している遊技産業マネジ

献として、緑や土に触れる機会が減っている幼稚園児を招待し、

メントカレッジにも毎年1名参加し、遊技産業全体の活性化にも

実際に自分の手で花を植える作業を通して、緑や自然に対する感

進んで協力しています。

性を刺激する機会を提供しています。

※日遊協：社団法人日本遊技関連事業協会
（日遊協）
は、平成元年7月、
内閣総理大臣の許可を受
けて発足した、
パチンコ・パチスロ産業界で唯一の公益法人
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知的財産の重要さ、面白さを広く伝えていきたい
私の普段の業務は、主に開発部門と一体連携化したパチンコ・パチスロの特許
出願権利化業務です。この業務内容と一級知的財産管理技能士（特許専門業
務）
の資格を活か
し、厚生労働省が後援するイベントや早稲田大学において、知財
50
教育の特別講師として知的財産の重要性や面白さを伝えています。
もともと知財
教育に興味がありましたが、2011年1月に知的財産教育協会知的財産管理技
能士センター運営委員に就任したことがきっかけでこれらの活動を行うようになりま
した。日本は資源小国ゆえ、未来のために無形資産を有効活用する知財戦略が重
要になります。今後も知財の重要性を若い世代へ広く伝えるとともに、国の活動に
も貢献していきたいと思います。

サミー株式会社
知財・渉外本部
知的財産部

峰 岳広

『就活で差をつけるミニ講座 マンガでわかるコンテンツビジネスと知的財産』
自社オリジナルコンテンツの「快盗天使ツインエンジェル」を題
材に、学生の方々に知的財産に関心を持ち、学んでいただくきっ
かけとなることを趣旨に、一般社団法人知的財産教育協会と連
携して小冊子を作成しています。企業での実務がいかに知的財
産と密接かということを、
マンガを通して理解できる構成になって
います。現在全国の大学・専門学校等で無償配布中。
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地 域
活 動

桜の植樹活動

地 域
活 動

タイヨーエレックでは入社式後の恒例行事として、本社東側

地域交流

セガでは毎年7月に行われる羽田神社夏季例大祭へ寄付を

に隣 接する「 見 寄 公 園 」に桜を寄 贈し、植 樹を行いました。

行うとともに、｢子ども神輿｣の休憩所を本社敷地内に設け飲料

1999年より毎年実施し、今年で合計41本の寄贈となっていま

を提供しています。
また町内会の主導による幹線道路のごみ拾

す。見寄公園は毎年春になると桜が一斉に咲き誇り、地域周辺

いを、地域の皆さまとともに月1回実施しています。

の方々が「お花見」に集まり、憩いの場として定着しています。

一方町内会の皆さまにはセガサミー野球部の応援、都市対
抗 野 球 大 会に出 場
した際には応援ポス
ターを作 製 、町 内に
掲示いただいており、
今後も地域の皆さま
との交流を続けてい
きます。
地 域
活 動

地 域
活 動

タイヨーエレック
ナゴヤアドベンチャーマラソン2010

「千歳ウェルカム花ロード」
の植花活動

セガサミーゴルフエンタテインメントが経営するザ・ノースカント
リーゴルフクラブでは「千歳ウェルカム花ロード」活動の一環とし

タイヨーエレックは、2010年10月24日開催「タイヨーエレッ

てトーナメント開催前に新星町内会・蘭越町内会の地域の方々

ク ナゴヤアドベンチャーマラソン2010」
に冠スポンサーとして特別

と協力し植花活動を行いました。総勢16名の方に参加いただ

協賛しました。

き、花株約450株、
プランター約30本を設置しました。

地元の庄内緑地公園（名古屋市西区）
にて開催されるこの
大会は、健康のために「楽しくフルマラソンを走る大会」
として、
名古屋市内を走る唯一の市民フルマラソンで、約2,000名のラ
ンナーと300名のボランティアが参加しています。当社からは
「協賛ブース」の出展や、
ランナー17名、
ボランティア18名が参
加し、大会を盛り上げました。

地 域
活 動

海外における活動
セガ アメリカ

子どもたちの支援を目的にした「トイザラス･チルドレン･ファン
ド」のイベント協賛等を10年以上継続しています。
セガ アメリカでは、乳がんとの闘いを支援するキャンペーン
「エ
イボン乳がんウォーク」に参加する社員チームの支援等、社員の
自主的な社会参加を応援しています。
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With Society

CSR憲章

私たちは、企業市民として社会を構成する一員であることを強く自
覚し、本来の事業活動の繁栄を通じて社会に貢献するだけでなく、
地球環境保護への取り組みを、積極的かつ自主的に行います。

私たちにとっての環境とは
社会を構成する一員として、地球環境問題に真摯に取り組む必要が
あるのはいうまでもありません。
セガサミーグループでは、2006年にセガ、サミーにおいて、生産プ
ロセス・商品・サービスといった事業全体を通じて環境負荷を発生させ
る可能性の調査を行いました。
（環境分野を専門とする第三者調査研究
機関に委託）
調査結果によれば、業態の特性上、環境面での深刻なリスクは見られ
ないとのことでしたが、当グループはこの結果に甘んずることなく、環
境関連法規の遵守の徹底・資源やエネルギーの効率活用など独自の環
境対策を積極的に進めています。
また、社員一人ひとりが、私生活でも環境を意識した行動を取れるよ
う、環境意識の啓発、醸成、向上にも注力しています。
気候変動等の深刻な様相を呈する地球環境問題への対策は急務で
あり、企業が自発的かつ積極的に環境保全活動を実施し続けることは
最重要課題の一つと考えています。
セガサミーグループでは、地球環境に配慮した企業活動を適切に実
施するために、
グループ社員の行動指針として「グループ行動規範」の
中に3項目を明示しています。地域社会の一員としてできることは何か
を、
グループ社員一人ひとりが課題として認識し、地球環境保護への取
り組みを推進します。

Code of Conduct
グループ行動規範
「地球環境」
❶資材調達から製造・流通・使用・リサイクル・廃棄まで、商品のライフサ
イクル全般にわたり地球環境への影響を考慮します。
❷地球環境の保護のために、関係法令および各種規制を遵守するだけ
ではなく、積極的かつ自主的な取組みを検討・実行するよう努めます。
❸地球環境に対する意識が高く、公私共に省資源・省エネルギーに努
める人材を育成します。
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セガは、製品の省エネ化、リサイクル化の促進を図ることはもとより、
森林の里親活動を通じた地球環境保護に取り組んでいます。
■ 省エネルギー製品の積極的な採用
アミューズメント機器において低消費電力製品を積極的に採用
し、
エネルギー効率の高い製品の開発・提供に取り組んでいます。
具体的には、従来のＣＲＴ
（ブラウン管）
ディスプレイから、
より消費
電力の少ない液晶ディスプレイへの切り替えを推進しているほか、
蛍光灯やランプのインバータ方式の採用、
ＬＥＤ
（発光ダイオード）
への切り替えを進めています。
これらの取り組みにより、従来製品に比べ４５．
３％の節電効果
を得ることができた製品もあります。今後も製品使用時のエネル
ギーを抑えるための取り組みを進めていきます。
現行筐体

■ グリーン電力証書システムの導入
２００５年度より年間１００万ｋＷｈの「グリーン電力証書」
を購入
しています。このグリーン電力証書システムは日本自然エネルギー
株式会社との契約によるもので、
エネルギー使用による環境負荷
を減らす取り組みとして行っています。購入発電の種類は、
マイク
マイクロ水力発電によるグリーン電力証
ロ水力・バイオマス※１で、
書発行は、
セガが日本初の契約企業となります。
さらに、行政（横浜市）、市民（横浜市民）、事業者（協賛企業）
の３者協働により、
自然エネルギーの利用促進や地球温暖化対
策事業の一環として、横浜市神奈川区に設置の風力発電機（ハ
マウィング）
を中心に行われる横浜市風力発電事業に賛同し、
2007年４月より、
Ｙ
（ヨコハマ）-グリーンパートナーとして協賛して
おります。
２０１０年度の実績は98,162ｋＷｈです。

１店舗に４席設置されているケースでは、
現行筐体
（ＭＪ４ ＥＶＯ）
： １，
９７５Ｗ
新筐体
（ＭＪ５）
： １，
０９０Ｗ

４５．
３％の節電効果

筐体のサイズをダウンしながらもコント
ロールパネルは従来サイズを確保、広々
としたスペースを確保し快適なプレイ環
境を提供できます

新筐体

■ アミューズメント機器のリサイクル
アミューズメント施設では、
メンテナンスの徹底等による機器の
長寿命化を図っていますが、廃棄せざるを得ない機器については、
セガグループの物流を担うセガ・ロジスティクスサービスにおいて、
素材リサイクルを実施しています。物流拠点に産業廃棄物中間処
理業者を招致し、回収した使用済みアミューズメント機器を、手分
解により１００％リサイクルしています。産廃業者を招致することで、
廃棄品を運搬するコストや燃料を抑
制し、不法投棄を防止するリサイク
ルシステムを全国展開し、
「 埋立ゼ
ロ・単純焼却ゼロ」
を達成していま
す。今後も開発段階から、
リサイク
ル性を考慮した設計を推進します。

グリーン電力証書
（マイクロ水力、
バイオマス、風力発電）

■ グリーン電力証書購入実績
（2010年度）
100万kWh
（CO₂換算量

※2
約384 t）

マイクロ水力

50万kWh
（CO₂換算量

※2
約192 t）

バイオマス

50万kWh
（CO₂換算量

※2
約192 t）

グリーン電力証書購入量

※1：セガの契約するバイオマス発電は、下水処理過程で排出される消化ガス
（メタンガス）
を
ガスエンジンの燃料として再活用した発電
※2：CO₂換算係数は2010年12月環境省発表「算定・報告・公表制度における算定方法・
排出係数一覧」を利用

セガにおける夏期の節電対応
以前から無駄な電力使用を減らすため様々な節電対策を実施し
てきました。今回の震災に伴う夏期の電力供給不足への対応とし
て、
日中の消費電力を抑えるために本社地区では対象時間内に天
井照明を消灯してＬＥＤデスクライトを活用するほか、省電力化と
バッテリー駆動が可能なノートＰＣを導入しました。
また、勤務方法
の見直しによる週休３日の導入、空調の抑制等、今まで以上の節
電対策を行うことで電気使用量を昨年対比で２０％削減することを
目指しています。
また同時に、
アミューズメント施設各店舗においても、
お客さまの
安全やサービスの向上を第一に考えながら、外壁照明の消灯や店
内照明の調整に加え、
お客さまのゲームプレイに支障の無い範囲
でのゲーム機照明の消灯等、
さらなる節電対応を進めています。今
後はこれらの施策に加え、店内照明やゲーム機照明へのLED電
球の導入を行い、使用電力の確実な削減に努めます。

手分解の様子

リサイクル・リユースの推進
セガ・ロジスティクスサービスでは、製品の輸送に伴う物流資材、
アミューズメント機器、部品のリサイクル・リユースを積極的に進め
ています。特に、中古ビジネス
（リ・アミューズ）
においては、
アミュー
ズメント機器のリユース、手分解によるリサイクルパーツの活用等、
事業展開と循環型社会の貢献の両立を進めています。
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この豊かな自然環境を守り続けるために
〜森林の里親活動〜セガの森
■ 南相木村との「森林里親契約」
セガは２００８年４月に、長野県が仲介役となって進める
「森林（もり）
の里親促進事業」の趣旨に賛同
し、長野県南佐久郡南相木村との間で民有林約３，
６３３ｈａを対象とした１０年間の「森林の里親契約」
を
締結しました。
（契約期間：２００８年４月１日〜２０１８年３月３１日までの１０年間）
「セガの森」
と名付けられたこの森林では、有志社員による森林整備を行うほか、社員の地球環境教育
の場としても活用しています。
これらの活動を通じて、事業活動が地球環境へ及ぼす
（間接的）
影響や、地
球環境保護の必要性等を参加者が学ぶことで、
日常的に環境保護を意識し、行動できるように努めてい
ます。
整備前

除伐・間伐

自然学習

下草刈り

■「セガの森」の活動
日常的に村民の皆さまが行っている森林整備活
動の一助として、
セガの有志社員を募り実際に下草
刈りや除伐･間伐などの森林整備を毎年実施して
います。
そのほか、契約式典にて南相木小学生とともに
植菌したきのこも栽培しており、
２０１０年秋には豊作
に恵まれました。四季折々に必要な手入れの方法を
村民の皆さまに教えていただきながら、
自然の営み
の大切さを感じ、環境意識の醸成を図っています。

南相木村との交流活動

広大な自然を有する南相木村、社員が日常
南 相 木 村との交 流も積 極 的に図っていま
の喧騒から離れることでリフレッシュし日常業務・ す。南相木村が直面している課題
（鹿被害）
をと
生活の活力に繋げることは勿論、
この守るべき もに考えたり、同村の特産である蕎麦を用いた
自然を社員が認知、体感し、
その効果･効用を 「蕎麦祭り」
をセガで開催したり、小学校の「修
学 習することで、
学 旅 行 生を受
環境意識の醸成
入れ」セガの事
を図っています。
業を知ってもらう
等 、様々な形で
交流しています。

e
c
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o
V
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長野県 南相木村
村長

中島 育男氏

整備後

「自然であふれる村、南相木村」
南相木村は長野県の東南端、群馬県境
に位置し、東西20km、南北5kmの細長
い地形です。村の中央に位置する峰雄
山(1,631ｍ)の南に三川、北は栗生川が
流れ、中島で合流して南相木川となり、千
曲川に注いでいます。総面積の８割程度
を山 林 原 野が占めており、南 相 木 川に
沿って、
１０の集落が点在しています。
http://www.minamiaiki.jp/

交流人口を増やし、もっと身近な存在に
当村がセガさまと
「森林（もり）
の里親契約」
を締結し、約3年が経過しました。これまで森林整
50
備や植樹などに汗を流して真剣に取り組む皆さ
まの姿を目の当たりにし、地球環境保全に対する
意識の高さを感じています。私たちにはこの豊かな自然環境を守り続けるという大事な役割があり
ますが、
その一部をお手伝いいただいていることに日々感謝しております。
また、地元小学生を東京ジョイポリスにご招待いただくほか、様々な交流イベントを企画いただ
き、子どもたちに夢を与えていただいていることにも感謝しております。
今後は、
もっとたくさんの村民と交流を図る機会を設け、
お互いに身近な存在になれればと考え
ております。村のイベントがある時、
自然に癒されたい時など気軽に足を運んでください。
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サミーでは、オフィスや工場のいたるところで
地道に地球環境保全のための取り組みを進めています。
生産現場での環境配慮
■ ３Ｒ活動の推進
パチンコ・パチスロは資源有効利用促進法の対象製品であり、
3R(リデュース、
リユース、
リサイクル）
に向けた取り組みが求められ
ています。
自社の製品フローを整備し、
３Ｒへの取り組みを進めることで、
サ
ミーにおいて2010年度は遊技機のリサイクル率99.5％を達成し
ています。
（サーマルリサイクルを除く）

■ 緑化の推進
温暖化防止とやすらぎの場を創出する観点から、
屋上庭園を含め
た工場緑化を進めています。工場敷地面積16,970㎡に対し、緑化
面積は5,433㎡（緑化率32%）
で、埼玉県における緑化基準
（25%）
を大幅に超えています。
また、景観面でも優れた建築物で、
彩の国景観賞
（埼玉県主催）
、都市景観デザイン賞
（川越市主催）
を受賞しています。

【設計・開発段階】

基板の種類を限定して各製品に共通して使うことができるようにし、余剰部
品が発生した場合にもほかの製品に活用できるよう、資源の有効利用に取り
組んでいます。

【生産段階】

部品調達先に容器包装削減を依頼して廃棄物
発生抑制に努めているほか、生産工程で発生す
る廃棄物のリサイクルや適正処理等に取り組ん
でいます。

【廃棄段階】

社員がやすらげる屋上庭園
【サミー川越工場における環境配慮の状況】

16種類に分別された資源のもと

環境配慮素材の利用
木材使用量

使用済みパチンコ・パチスロを適正に処理するため、自社台の下取りのほか、
業界団体回収システム等を利用した適正なリサイクル処理を行っています。

接着剤使用量

工場緑化率

鈴木 研輔

3,206ｔ
1,076ｔ （33.6%）
3.24ｔ
3.24ｔ （100%）
32%

※：森林認証材
PEFC森林認証プログラム
（Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes）
によって
「持
続可能な森林管理が行われている」
と第三者機関に認証された森林より適切に調達された木材。環境破壊的な森
林伐採による木材や製品の流通を抑えるための仕組みで、PEFC認証木材を購買することで、持続可能な森林管
理の促進に参加している。

■ グループ間のリユースを推進しています
セガ調達部とサミー購買部の間で、
サミーのパチンコに使われた
15インチモニターを、
セガのゲーム機に一部リユースするなど、
グ
ループ間の省資源化を行っています。今後も
LEDなどの共通部品を定めて共同購入するな
ど、
グループ間でのリユースの動きを進めてい
きます。

サミー株式会社
生産統括本部
生産管理本部
資材部

うちPEFC認証木材

うち水系接着剤
地球温暖化防止・やすらぎの場形成

■ グリーン調達の取り組み
パチンコ・パチスロの設計・開発段階において、鉛フリーはんだ部
品、森林認証材、水系接着剤の採用を進め、環境負荷の少ない原
材料を用いるグリーン調達の取り組みを行っています。

e
g
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川越工場の外観

サミーにおける夏期の節電対応
この度の震災に伴う夏期の電力供給不足への対応として、照
明の間引きや空調の抑制、
ショールームの消灯、社員の軽装を励
行するなど、
これまで以上に節電に努めます。
さらには、工場にお
いて新たに自家発電設備を導入し電力ピーク使用時の使用電力
低減に努めます。

梱包用バンドの導入で、製品納入時のごみゼロを目指す
部材納入時に使用するストレッチフィルムを再利用可能な梱包用バンドに変更
することで、
ごみの削減と省資源に向けた取り組みを進めています。これまで、部材
納入にはストレッチフィルムを使用することが一般的でしたが、
これは納品の度に廃
棄されてしまうものであるため、地球環境問題への対応が叫ばれる中、省資源の観
点から、
なんとかこのストレッチフィルムを削減する方法はないかと考えたことがきっ
かけです。この取り組みは、お取引先のご理解・ご協力なしには進みません。現在
は、社内外への調整を図りながら徐々に導入を始めた段階です。今後は、導入可
能な40〜50社のお取引先のうち、
まずは20社での梱包用バンド導入を目標に掲
げ、取り組んでいきたいと思います。
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製品輸送時も環境に配慮しています

電動フォークリフトを導入し
ＣＯ₂削減を目指しています
電 動フォークリフトを
順 次 導 入し、
ＣＯ₂の
削減を図っています。
また、社用車について
もハイブリッド車の導
入を進めています。

水使用量の削減を
進めています

製 品 輸 送に際して、
トラックの荷
台に棚状のデッキを使用すること
でに２段積みとし積載効率の向上
を図っています。
また、製本の梱包
にもダンボールを使用しない梱包
形態として容器包装を削減してい
ます。

梱包用バンドの利用を推進しています

製造工程における水の使
用はほとんどありませんが、
世界的な水資源の枯渇に
も配慮し、
トイレ等での水
の使用の削減を進めてい
ます。

通い箱の使用を通じて
容器包装を削減しています

製 品 納 入 時の荷 崩れ防 止
に使用するストレッチフィル
ムの削減を目指し、繰り返し
利 用できる梱 包 用バンドの
利用を推進しています。

部 材 並びにユニッ
ト品の輸送時に通
い箱を利用して、容
器包装を削減する
取り組 みを行って
います。

オフィスでの環境配慮
省エネ活動を徹底しています

資源の有効活用を進めています

エアコンの温度設定管理を
はじめ、昼時間の消灯や廊
下の照明の間引き、パソコ
ンを使 用しない 場 合 のス
リープモード設定の徹底等、
地道な省エネ活動を徹底し
ています。

オフィスの廃棄紙を利用
して 作られたフラワー
ポットを、工場見学者の
ノベルティとして提供し
ており、作業服について
もリサ イク ル 可 能 な
「ecoユニフォーム」
を導
入するほか、
エコキャップ
やプルタブの回収など資
源の有効活用を図って
います。
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エコ通勤を進めています

社員の車 通 勤を減ら
し地球温暖化防止に
貢献するために2011
年5月から、最寄の駅
と工 場を結ぶ送 迎バ
スを導入しています。

ごみゼロ運動を推進しています
全 社 で「 ごみゼ ロ 運
動」
を展開し、
ごみ分別
やペーパーレス推進な
どを実 施するほか、コ
ピー 用 紙 に おけるグ
リーン購 入を推 進して
います。会議や打合せ
においては、
モニターや
パソコンを活 用しペー
パーレスを積極的に進
めています。
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グループ会社の取り組み
■ セガ・ロジスティクスサービス

■ サミーデザイン

環境意識の向上と具体的な環境保全活動

省エネノウハウを積極的に提供しています

セガ・ロジスティクスサービスでは、地球温暖化防止のための国

サミーデザインでは、可能な限りの省エネルギー設計を目指した

民運動「チャレンジ25」活動に参加し、事業を通じた地球環境保

環境配慮型の店舗デザインの設計・施工をお客さまにご提案して

護への取り組みを積極的に進めています。

います。
ここ数年は、
パチンコ・パチスロ産業界への環境保全意識

「AOU環境自
2010年度は、業界団体であるAOU※が策定した

の啓発と浸透にも貢献すべく、業界団体の皆さまに省エネノウハウ

主行動計画」に賛同し、地球温暖化対策を推進するための活動と

に関する講演活動や情報提供等を行っています。省エネはコスト

して自社サイト(e-supply)において、ハロゲンランプやLED蛍光灯

削減にもつながることから、
これからも事業を通じて持続可能な社

など、省エネ対策商材の提案を積極的に進めました。
さらに、環境

会の発展に寄与できる空間を創造していきます。

に関連したサービスの提供も含め、今後も環境に貢献した事業の
推進に努めていきます。
※AOU：社団法人全日本アミューズメント施設営業者協会連合会

環境関連法規の遵守

環境負荷と環境影響
セガサミーグループは製品の製造から施設の運営まで多岐にわ

セガサミーグループでは、環境保全活動をグループ全体に展開

たる事業を展開しており、環境負荷を低減するためには、
まず事業

し、維持・発展させるために積極的に環境教育を進めています。
イン

活動全体の環境影響を把握する必要があります。セガサミーグ

トラネットで環境問題について意識啓発するだけでなく、教育ツー

ループでは、主要な事業所や施設の環境基礎データを集計・把握

ルともなる環境ハンドブックを作成し、
グループ全社員の意識向上

し環境負荷の推移を評価しています。

を図っています。
また、環境関連法規を遵守するために、
イントラネット等を活用し

セガサミーグループの主な環境影響の一つが各事業所や施設
で使用する電力です。照明や空調等の効率的な使用を進めるとと

て社員へ啓発し、環境汚染の予防に努めています。2010年度は、

もに、省エネ設備への切り替えなどもさらに推進する必要があると

環境関連法規および環境を汚染する事故はありませんでした。

考えています。
また、
オフィスで使用する紙の使用量削減や、環境
に配慮したグリーン購入についても積極的に推進していきます。

環境教育・環境啓発
セガサミーグループでは、環境保全活動を
グループ全体に展開し、維持・発展させるため

■ セガサミーグループにおける環境基礎データ

に積極的に環境教育を進めています。イント

【対象期間】 2010年4月1日〜2011年3月31日

ラネットで環境問題について意識啓発するだ

【対象施設】
オフィス

セガ
サミー
ホールディングス

アミューズメント施設

セガ

生産拠点

サミー

エネルギー使用量
（GJ）
※1
（電気、都市ガス、LPガス、灯油）
エネルギー使用に伴う
※2
CO₂排出量
（t-CO₂）
産業廃棄物
※3
排出量
（ｔ）

事業所・営業所
事業所・営業所・流通拠点
本社
直営店
ジョイポリス
温浴施設
工場
（川越）

オフィス

アミューズメント
施設

生産拠点

186,196 GＪ

1,428,231 ＧＪ

27,188 GJ

7,214 t-CO₂

60,107 t-CO₂

1,224 t-CO₂

472ｔ

けでなく、教育ツールともなる環境ハンドブック

14 ヶ所
40 ヶ所
1 ヶ所
190 ヶ所
3 ヶ所
1 ヶ所
1 ヶ所

を別途作成し、全社員の意識向上を図ってい
ます。

環境をテーマとした
教育ツール

※1: オフィス、
アミューズメント施設
（温浴施設を除く）
：電気使用量を計上
温浴施設：電気、都市ガス使用量を計上
生産拠点：電気、都市ガス、
ＬＰガス、灯油使用量を計上
一部施設についてはエネルギー料金、
および床面積からの推計値
電力の熱量換算は一次換算による
（9.97MJ/kWh） 今回の報告から単位をＧＪで掲載
※2: CO2換算係数は2010年12月環境省発表「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」
およ
び、2009年12月環境省発表「平成21年度の電気事業者別実排出係数・調整後排出係数等の公表につ
いて
（お知らせ）
」
を利用
参考URL
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/material/index.html#santei
http://www.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/material/itiran.pdf
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=11956
※3: アミューズメント施設の産業廃棄物は、
オフィス
（各地の営業所等）
にまとめて排出している箇所が多いため
合算して記載

1,385ｔ
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方を前提に」、
「株主だけでなく、顧客、従業員、地域社会、政府、
NGOなどの期待に耳を傾けて」、
「グローバル化において現地の

株式会社日本総合研究所
理事
ESGリサーチセンター長

法 律を守っていることに甘んじず」、
「 本 業を通じ、サプライ
チェーン全体を通じて、取組むことが望まれる」ということになる

足達 英一郎氏

でしょう。
「意思決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影響」とは、好
影響だけではありません。例えば、製品が生じさせる電力消費、

2007年の創刊以来、第5号目となる本書は、これまで以上に
「分かりやすく読みやすい」誌面となっているとの印象を受けまし

医療関係者が指摘する幼児が非現実的体験を重ねることへの懸

た。
トップメッセージの「笑いや喜び、夢と感動を提供すること

念、パチンコ遊技者の子供が事件、事故に巻き込まれる事例の増

で、人々が次に起こすアクションの活力を届けることが、社会から

加などに社会からの関心は高まっています。25・26頁には、重要

期待されていること」という認識が、社員や取引先にもひろく共

性の測定・マテリアリティ分析の結果が報告され今年度から「社

有されていることが、収録された多くの声からも伝わってくる内

会から要求される可能性のあるリスクへのマネジメント」という項

容でした。

目が追加されました。社会的課題を個社だけですべて解消するこ
とは困難ですが、まず影響を認識する取組みを着実に進展させ

CSRの取り組みがグループ各社にも広がってきている状況、コ

ていただきたいと考えます。

ンプライアンスを重視している状況、国内ばかりでなく海外にも

一方、世界初の小児医療向けプレパレーション支援端末「スマ

目が向けられ始めている状況もよく理解できました。
さて、2010年11月に組織の社会的責任に関する国際規格

イルタッチ」の事例は大変印象的でした。セガサミーグループが

ISO26000が発行しました。そこでは「社会的責任」を「組織の

作り出すことのできる好影響の実現機会も大きく広がっていると

決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影響に対して，
次のよう

感じます。エンタテインメントの力が百年後にどこまで進化してい

な透明かつ倫理的な行動を通じて組織が担う責任」として、
「健

るのか、そうしたビジョンもなお一層提示していただければと思

康及び社会の繁栄を含む持続可能な発展に貢献する」、
「ステー

います。

クホルダーの期待に配慮する」、
「関連法令を順守し，
国際行動規

社会的責任投資のための企業情報の提供を金融機関に対して行っている立
場から、本書を通じて理解したセガサミーグループのCSR(企業の社会的責
任)活動ならびにその情報開示に関し、第三者意見を提出したものです。この
コメントは、本報告書が、一般に公正妥当と認められる環境報告書等の作成
基準に準拠して正確に測定、算定され、
かつ重要な事項が漏れなく表示され
ているかどうかについて判断した結果を表明するものではありません。

範と整合している」、
「その組織全体に統合され，
その組織の関係
の中で実践される」という行動を列挙しています。これを企業に
当てはめれば、
「意思決定及び活動が社会及び環境に及ぼす影
響を十分に認識して」、
「次世代を犠牲にすることなくという考え

第三者意見をいただいて

いてできるだけ幅広く開示することで、皆さまのご理解を深めて
いただけるよう留意いたしました。
足達様にご指摘いただきました「意思決定及び活動が社会及
び環境に及ぼす影響」のマイナス面につきましては、積極的に社
会からの声を聞く機会を設けることで、影響を正しく認識し、社

セガサミーホールディングス株式会社
執行役員 グループCSR推進室長

会からの“真の期待や要請”を捉えることからはじめたいと思いま

池田 哲司

す。そして、それらの期待や要請を事業会社にも共有化すること
で、グループとしてお応えできる取り組みを考えてまいります。

セガサミーグループ ＣＳＲレポート2011にご意見をいただき

東日本大震災を機に、被災地はもちろん日本全体で価値観や
持続可能な社会の実現に関する考え方が大きく変化してきたよ

ありがとうございます。
セガサミーグループ（国内26社、海外2４社）は「世界中のあら

うに思います。このような大きな変化を認識しつつ「笑いや喜

ゆる人々に夢と感動溢れるエンタテインメントを提供し、豊かな

び、夢と感動をご提供することで、人々が次に起こすアクション

社会の実現と文化の創造に貢献します」というグループ経営理

の活力をお届けする」という使命をグループ全社員が強く意識

念のもと、様々なエンタテインメントを通じ、ステークホルダーの

し、エンタテインメントの力を最大限に引き出す工夫と努力を続

皆さまとのコミュニケーションの充実を図りつつ、より良い関係の

けることで、社会から信頼され、必要とされる企業グループを目

構築に向けて取り組みを推進しております。

指してまいります。

本レポートでは、まず、セガサミーグループの事業についてご
紹介し、そのうえで、CSRの考え方や事業を通じた取り組みにつ
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巻末に本レポートに関するアンケートがございます。読者の皆
さまからの忌憚のないご意見をお待ちしております。

お問い合わせ先 お問い合わせ先

セガサミーホールディングス
（株）
グループCSR推進室

T E L：０
３−６
２１５−９
０５５
セガサミーホールディ
ングス
（株）
グループCSR推進室
宛
M A I L：csr@home.segasammy.co.jp
T E L：０３−６２１５−９０５５
M A I L：csr@home.segasammy.co.jp

宛

『セガサミーグループCSRレポート2011』アンケート

皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
『セガサミーグループCSRレポート2011』
をお読みいただきありがとうございました。
今後のCSR活動や次回のCSRレポートの改善に活用させていただきますので、
大変お手数ではございますが、
アンケートにご回答の上、FAXにてお送りください。

03-6215-9986

FAX：

セガサミーホールディングス株式会社
グループCSR推進室 行

Q1．
『セガサミーグループCSRレポート2011』について、どのようにお感じになりましたか？
❶内容の理解しやすさ

□非常に理解しやすい

□理解しやすい

□やや理解しにくい

□理解しにくい

❷求める情報の充足度

□十分満たしている

□ほぼ満たしている

□やや足りない

□足りない

❸読みやすさ

□非常に読みやすい

□読みやすい

□やや読みにくい

□読みにくい

❹当グループのCSR活動について

□大変評価できる

□評価できる

□評価できない

Q2．
下記のページごとの感想で、あてはまる箇所に○をご記入ください。

またその理由をお聞かせください。
とても
良かった

❶トップメッセージ

良かった

あまり良く
なかった

良く
なかった

理由

[

]

❷社長メッセージ

[

]

❸東日本大震災に伴うセガサミーグループの対応

[

]

❹特集1（セガ）

[

]

❺特集2（サミー）

[

]

❻セガサミーグループのCSR

[

]

❼コーポレート・ガバナンス

[

]

❽コンプライアンス/リスク管理

[

]

❾お客さまとともに

[

]

❿お取引先とともに

[

]

⓫株主・投資家とともに

[

]

⓬従業員とともに

[

]

⓭社会とともに（社会貢献）

[

]

⓮社会とともに（環境）

[

]

⓯第三者意見

[

]

Q3．
下記の内容で、さらに詳しく知りたいと思われる項目をお選びください。

次年度以降のＣＳＲレポート作成の参考とさせていただきます。
（複数回答可）
□ゲームやパチンコ・パチスロ、玩具が人に与えるプラスとマイナスの影響について
・プラスの影響例：脳の活性化
（認知症の改善、想像力・論理力の向上など）
・マイナスの影響例：ゲームによる身体的影響
（視力低下、肩こりなど）
、
精神的影響
（対人能力の低下や過激な表現など一般的に言われているゲームの有害性）
、
パチンコによる依存症など

□家庭用ゲームソフト、
ポータブルゲームソフトができるまで
□グループ各社の事業の特徴
□その他
（

）

Q4．
セガサミーグループに期待することや、本レポートに関するご意見・ご要望などをご記入ください。

Q5．
『セガサミーグループCSRレポート2011』
をどのようなお立場からお読みになりましたか？
□お客さま
□株主・投資家
□金融機関
□お取引先・協力企業
□政府・行政関係者
□NPO・NGO関係
□報道関係
□学生
□その他
（

□企業の環境・CSR担当
□教育・研究機関
□社員・家族
）

■お差し支えなければ以下にもご記入ください。

性別：□女性
□男性
年齢：□10歳代
□20歳代

□30歳代

□40歳代

□50歳代

□60歳代

ご協力ありがとうございました。

□70歳代以上

