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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

http://www.segasammy.co.jp/japanese/pr/commu/csr/

お取引先とともに 〜公正な事業慣行〜

対象範囲

事業活動を通じ、世の中に夢と感動をお届けするためのセガサミーグループらしい取り組み
を、社員の想いやこだわりと併せて特集として紹介（P11-18）

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

URL 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

38

参考にしたガイドライン

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

●

お客さまとともに 〜消費者課題〜

《GRI（Global Reporting Initiative）
「サステナビリティ
・レポーティング・ガイドライン第3.1版》
《ISO26000(社会的責任に関する手引き)》

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。
●

30

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。
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トップメッセージ

エンタテインメントが持つ無限の可能性を追求し、
明日への活力につながる夢と感動をお届けします。

２０１１年度は、東日本大震災やタイの洪水をはじめ、地球

住みよい地球、より良い社会を次の世代に引き継いでいくために

社会から信頼され発展を期待される企業グループとなるために

セガサミーグループらしいＣＳＲの実現を目指して

られた皆さまにおかれましては、改めて心よりお見舞い申し上

明るい未来を創造するために
積極的に貢献します

社会にとってプラスとなる行動を
積み重ねていきます

エンタテインメントを通じて
明日への活力の提供を行います

げます。

技術の進歩はめざましく、
また経済や情報などのグローバル

セガサミーグループの成長は、社会の発展とステークホル

セガサミーグループは、
『 世界中のあらゆる人々に夢と感動

規模で自然災害が多く発生した一年となりました。被害を受け

セガサミーグループでは、震災直後から被災地の復旧・復

化の進展により、世界中の多くの人々がその恩恵を享受する

ダーの皆さまとの関わりの中で成り立っています。
したがって、

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

興のために、
様々な支援活動を行ってきました。
なかでも、
社員

ことができるようになりました。一方で、気候変動や資源の枯

社会の一員としてＣＳＲ
（社会的責任）
を果たすことは私どもに

の創造に貢献する』
というグループ経営理念を掲げています。

の発案によりスタートした被災地ボランティア活動では、
参加し

渇、
さらに貧困など様々な問題が地球規模で起こっていること

とって当然のことであると考えています。

た社員から
「自分や会社が、社会に対してどんな貢献ができ

も事実です。

私どもは世の中の人が楽しんでくれる、
夢と感動に溢れ明日

私は、
ＣＳＲを行動の評価軸であり、判断を図る指標である

への活力を与えるエンタテインメントを提供する形で貢献する

るのか、
どうあるべきなのかを考えるきっかけになった」、
「小さ

住みよい地球、
より良い社会を次の世代に引き継いでいくた

と捉えています。
これはつまり、
自らのためだけでなく、
社会のた

ことが、総合エンタテインメント企業グループである私どもの存

なことでも継続すること、力を合わせて活動することの大切さ

めにも、
私どもは、
こうした事実を受け止め、
社会全体で力を合

めにプラスになることは何かを常に考えて行動することが大切

在意義であり、社会から期待されていることであると認識して

に気づいた」などの声を聞き、
社員の成長を実感するとともに、

わせて一つひとつ解決していく必要があります。一個人、
一企

であるということです。社員一人ひとりの行動が、社会にとっ

います。企業の最大の資源は「社員＝人」です。強い企業と

このような社員が増えてきたことを誇りに思います。

業ではできることに限りがあるかもしれません。
しかし、一人で

て、
自らの関わるステークホルダーにとってプラスになっていれ

は、
社員のベクトルが一致しているものです。
セガサミーグルー

私も被災地を訪問し、様々な支援イベントなどに参加させ

も多くの人が、地球および社会のためにプラスになることは何

ば、
それは組織のプラスにも会社のプラスにもつながる。
ＣＳＲ

プとしてCSR活動を通じ、
社員のベクトルをひとつにあわせ、
強

ていただきましたが、
そこで被災者の皆さまから頂戴した感

かを考え、行動すれば自ずと明るい未来が開けると私は信じ

とは特別なものでも難しいものでもなく、
このように社員一人ひ

いセガサミーグループを作り上げていきたいと思います。

謝の言葉や笑顔のある光景に、
改めてエンタテインメントの必

ています。

とりが、
自らの仕事が社会とつながっていることを認識し、
仕事

今後も、社会からの様々な要請や期待に真摯に応え、
ス

を深化させていくことができれば、
プラスが連鎖的に積み重な

テークホルダーとのより良い関係を構築することで、
セガサミー

り、
企業価値の向上と社会の発展につながっていきます。

グループらしいＣＳＲを実現し、社会から信頼され発展を期待

要性や価値を実感しました。被災地では、
ライフラインや物資

私どもセガサミーグループにも、
できること、
やるべきことはた

が最低限整った中、次は“心のケア”が必要であり、
エンタテイ

くさんあります。社会に生き続ける企業市民として、
たとえば電

ンメントにはそうした“明日への活力”、言い換えるならば心に

力消費の削減など社会や環境にプラスになることは何か、
そ

今後は、
こうした考えを一層グループ全社員に根付かせる

栄養をもたらす役割や力があると思います。本格的な復興へ

して何ができるかを考え行動し、明るい未来を創造するため

ことで、社会とセガサミーグループの持続的発展を同時に実

向けた取り組みは、
まだこれからです。必要とされる支援は、

に積極的に貢献していきます。

現していきたいと思います。

される企業グループを目指します。

セガサミーホールディングス株式会社

その時々で変わっていきます。今後も復興につながるタイム

代表取締役会長兼社長

リーな活動を継続的に行ってまいります。
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エンタテインメント企業だからこそできるＣＳＲを
追求し、
社会の持続的発展に貢献していきます
セガサミーグループでは、
コンプライアンスを土台とした健全な事業
運営を基盤に、社会からの様々な要請や期待に応えながら、社会の
持続的発展に貢献することをＣＳＲの基本に活動を推進しています。
そして、私たちが目指すＣＳＲ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
に貢献する』
というグループ経営理念を追求し続けること。
つまり、
エン
タテインメント企業だからこそできるＣＳＲを追求し、深化させ続けるこ
的成長を果たさなければなりません。
それは、企業としての存続基盤

とであると考えています。
ゲームやパチンコ・パチスロ、
そして玩具・アニメーション制作など、

が無ければ、
ＣＳＲを果たすことも、
ステークホルダーの皆さまのニーズ
に応えることもできないからです。

幅広いジャンルのエンタテインメントを提供することを強みとする私た

こうした当社グループが担う社会的責任をより高い次元で果たし

ちは、
これまでもあらゆる世代の皆さまに製品やサービスを通じて夢

ていくためには、私たちにとって最大の経営資源である
「人＝社員」

や感動をお届けしてきました。
また一方では、製品やサービス以外の形として、
ゴルフトーナメント

の成長が必要です。
そのためにも、私は社員が成長できる職場環境

の開催やセガサミー野球部の活動、東京ＪＡＺＺへの協賛、障害者ク

づくりに力を入れていきます。
そしてグループ全社員が、
私たちが掲げ

ロスカントリースキー日本チームの支援など、
スポーツや文化の支援を

るグループ経営理念に共感し、
セガサミーグループで働くことにやりが

通しても夢や感動をお届けしてきました。豊かな社会の実現と文化の

いや誇りを持つことができれば、
自ずと社員のモチベーションはあが

創造に貢献することを使命とする私たちは、
日本の伝統的なスポーツ

り、
スキルアップにもつながります。
こうしたサイクルを創り出すことで、

や文化を守り、
そして育て残していきたいという思いでこのような支援

社員も成長し、
会社も成長し、
強いセガサミーグループが形成され、
グ

を続けてきました。
こうした活動は、
支援できる企業が積極的に支える

ループ経営理念の実現にもつながると確信しています。
私たちは、
これからも企業としての存続基盤をしっかりと確立し、
エン

ことが必要です。私たちはこれからも、
この思いを大切に、
セガサミー
らしいひとつのＣＳＲの形として、
この活動を支援し、
深化させていきた

タテインメント企業だからこそできるＣＳＲを追求し、
深化させ続けます。

いと思います。

そして、
継続的に成長し続けることで、
あらゆるステークホルダーの皆
さまに報いていきたい、
社会の持続的発展に貢献していきたいと思い

そして、
このＣＳＲを深化させ続けるためにも、私たちは、
どのような

ます。

事業環境下においても着実な業績を積み上げ、安定かつ適正な収

セガサミーホールディングス株式会社

益を創出し続けること、
つまり企業としての存続基盤を確立し、持続

代表取締役副社長

中山 圭史

笑顔の溢れる社会づくりに貢献します

玩具が持つ力を信じて

アニメーションを通じて社会に貢献

当社ではネットワークを通じて、PC及び携帯電話向

当社は新たな遊びの価値を創造し、人々が持って

当社は、
アニメーションを核とした映像エンタテインメン

けにパチンコ・パチスロアプリの配信をコア事業に、
また

いる普遍の「遊び心」
を満足させるとともに、社会環境

トの提供を通じて、
豊かな社会づくりに取り組んでおりま

新しいコンテンツの提供を通じて、人々に“笑顔”を生

や安全性にも十分配慮し、豊かな気持ちを育む社会

み、明るく豊かな社会づくりに貢献することを目指して
おります。

づくりに貢献することを目指しております。
2011年3月の東日本大震災以後、社員によるボラン

人々に夢と感動をお届けするために、
創業マインドを呼び起こし、
果敢にチャレンジします

環境の変化に対する適応力を強化し、
社会から
信頼され発展を期待される企業を目指します

近年のエンタテインメント業界を取り巻く事業環境は、新たなソー

東日本大震災から１年以上が経ちましたが、今なお国内外の様々

シャルゲーム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

な事業環境の変化により、
産業界は多くの不安材料を抱えています。

方の多様化が急激に進み、
これまでにない構造的な変化を巻き起こ

しかし、
このような状況だからこそ、
私たちは着実に業績を積み上げ、

し、
当社の存続基盤にも大きな影響を及ぼしています。私はこの現状

安定的な利益を上げることで、
企業の第一義的な使命を果たさねば

を、私たちの使命や存在意義を改めて考える機会、
そして私たち自

なりません。私たちは引き続き、
「どのような環境変化にも柔軟に対応

身が進化するための機会であると捉えています。

できる適応性と強靭な企業体質」を構築すべく、
「パワーアップサ

「セガが提供する遊びで、
人々に夢と感動をお届けすること」、
これ

ミー！」
をスローガンとし、
全社員がベクトルを合わせ、
企業基盤の確立

こそが私たちセガの使命であり、
存在意義です。私はこのセガが担う

に努めていきます。

使命を改めて全社員が共有するために、
いまいちど原点にかえり、
創

そして、
この企業基盤を強固なものとするために必要なことがＣＳＲ

業マインドを呼び起こしたいと思っています。
セガには、
私たちのすべ

の実践です。
サミーでは、
社会の要請に一つひとつ着実に応えていく

てを集約する創業以来の「創造は生命（いのち）」
という社是がありま

ために、
ステークホルダーの皆さまと接する社員の声を活かしたボトム

す。
これは、
遊びを創り出すエンタテインメントのプロとしての私たちの

アップのＣＳＲ活動を計画的に進めています。
延べ１６０回を超える高齢

プライドであり、
チャレンジ精神の源泉です。
ゲームやサービスを通じ

者向けのショールーム開放や遊技機のリサイクル率９７．
７６％
（２０１２

て、
私たちが本当に伝えたいことは何か。
その想いを私たちは情熱を

年３月期）
を達成した環境保全活動等は、
その一つの成果と言えま

持って伝えることができなければいけません。時代の変化とともに、環

す。
また、
昨年は自家発電機を活用しての遊技機生産体制を構築す

境も変わります。私たちも正しく変わることで事業基盤をしっかりと固

るなど節電要請にも応えてきました。
このように、
ＣＳＲ活動を地道に永

め、
社員も会社も成長し、
そして進化していきたいと思います。

続的に積み上げていくことに価値があると私は考えています。一方

一方、世界に目を向けると、社会は様々な課題に直面しています。

で、
私たちのビジネスに起因するパチンコ依存関連問題や不正対策

特に地球環境問題は、人類が手を取り合って取り組まなければいけ

等の対応も重要と考えています。
当社では業界団体が行う活動等に

ない最重要の課題です。
セガでは、
これまでも製品の省エネ化やリ

積極的に支援・参加することでこれらの諸問題の解決に貢献してい

す。来年25周年を迎える
「それいけ！アンパンマン」や

サイクル・
リユースの促進、
自然エネルギーの利用促進を目的としたグ

きます。

「LUPIN the Third 峰不二子という女」など、様々な

リーン電力証書システムの導入など、
積極的に環境保全活動に努め

私たちは、
これからも創業時から掲げる社是「積極進取」の精神

てきました。
また、
２００８年からは、長野県の南相木村と森林里親契

で、業界の活性化はもとより、永きに亘っての社会貢献をすることで、

約を締結、
「セガの森」
と名付けた森林の整備活動を通じて、
地域の

社会から信頼され発展を期待される企業を目指します。
そのために

皆さまと交流を深めるとともに社員の環境教育にも取り組んでいま

も、最大の経営資源である社員の育成をこれまで以上に積極的に

ジャンルの作品を手掛けており、
劇場版「名探偵コナン」

当社のCSR活動としましては、
グループCSR活動の

ティア活動や、玩具メーカー各社や関連企業及び団

が６年連続で日本アカデミー賞優秀アニメーション作品

一環である絵本を届ける運動や東日本大震災におけ

体が主体となり開催している
「東北こども博」にも参加

賞を受賞するなど、幅広い年齢層から、
また国内外

る被災地支援ボランティア等を中心に取り組み、
多くの

しています。子どもたちが笑顔いっぱいでおもちゃで遊

で、高い評価をいただいております。小児医療向け支

社員が参加し積極的に活動をしております。

んでいる姿に直に触れ、玩具の持つ意味の重要さを

援ツール
『スマイルタッチ』
の展開など、
当社の映像コン

す。
これからも、
こうした活動を継続することはもちろん、
セガのブラン

バックアップし、質の高い協調性を図ることで、一人ひとりの力量を向

改めて実感し、子どもたちの心の復興に少しでも役立

テンツを活用した、
多角的な事業展開にも引き続き注力

ド力を生かして地球環境の大切さを社会に対して発信し、活動の輪

上させ、
強いサミーグループを確立させます。
そして、
今後もパチンコ・

つことが出来ればと感じています。

しており、
今後とも、
映像エンタテインメントカンパニーとし

を広げることで、持続可能な社会の発展に貢献していきたいと考え

パチスロ産業が身近で手軽な娯楽として存在し、
多くの方々から愛さ

ています。

れ続けるよう、
心に響くエンタテインメントを提供し続けます。

今後もネットワークを通じて喜び、
楽しみ、
感動を感じ
ていただけるエンタテイメントの提供とともにセガサミー
グループの一員としてCSR活動を推進してまいります。

今後も玩具が持つ力を信じ、世界中の人々に最高

て様々なコンテンツを国内外で提供し、
社会から信頼さ

の笑顔と感動をお届け

れる企業であり続けるよ

するために邁進してま

う努めてまいります。

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CEO

株式会社セガトイズ
代表取締役社長

里見 治紀

鈴木 義治

株式会社セガ

サミー株式会社

代表取締役社長ＣＯＯ

代表取締役社長ＣＯＯ

鶴見 尚也

青木 茂

株式会社トムス・エンタテインメント
代表取締役社長

岡村 秀樹
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グループ概要

セガサミーグループ 会社一覧

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、パチンコ・パチスロ遊技機、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等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。

国内

アミュー
ズ
機器事 メント
業

業
〒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

機事

本社所在地

●

遊技

セガサミーホールディングス株式会社

●

パチンコ・パチスロの
開発・製造・販売

タイヨーエレック（株）
●

資本金

299億円（2012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

治

●

携帯電話
コンテンツの
企画・配信

アミ
施ュ

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

（株）セガトイズ

パチンコ・パチスロの
開発・製造・販売
（株）サミー
ネットワークス

28

ント
ズメ
ー 事業
設

（株）セガ
サミー（株）

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
● 株式会社セガネッ
トワークス
● 株式会社セガ ビーリンク

●

玩具の開発・
製造・販売

海外

25

（株）
トムス・
エンタテインメント
●

アニメーション・
映像の制作

シ
コン

ー
ュ

社名
サミー株式会社
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・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
● 株式会社ディー
・バイ・エル・クリエイション
● 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
● フェニックスリゾート株式会社
● 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

●

●

●

●

Sega Holdings U.S.A., Inc.
Sega of America, Inc.
● Sega Publishing America, Inc.
● Three Rings Design, 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.

マ
事
業

セガサミーホールディングス会社概要

社名

社名
株式会社 セガ
本社所在地 〒140-8583 東京都品川区東品川一丁目39番9号
カナルサイドビル

（2012年7月2日現在）

Sports Interactive Ltd.
The Creative Assembly Ltd.
● The Creative Assembly International Ltd.
● Sega (Shanghai) Software Co., Ltd.
● Sega Shanghai & Co., Ltd.
● Sega Jinwin (Shanghai) Amusements Co., Ltd.
● Beijing SEGA Mobile Entertainment Technology Co., Ltd.
● Sega Amusements Taiwan Ltd.
● SEGA PUBLISHING KOREA LTD.
● SEGA TOYS (HK) CO., LTD.
● TMS MUSIC
（UK）LTD.
● TMS MUSIC
（HK）LTD.

●

●

●

●

（2011年12月31日現在）

事業データ
売上高

経常利益／経常利益率

（億円）

（億円）

5,000

1,000

4,000

3,847

3,967

3,955

（%）

800
600

2,000

400

20

681

14.7

9.3

’10

’11

’12

0

（年3月期）

事業別売上高構成比

10

359
5

コンシューマ事業
856億円
21.6％
アミューズメント施設事業
446億円
11.3％

’10

’11

0
’12 （年3月期）

従業員数

583

500

367

17.3
14.7

200

35

6,000

30

5,000

25

4,000

20

300

0

’10

3,000

15

’12

（年3月期）

6,236

その他
861人
12.8％

6,700
6,000

2,855

2,568

0

0

’10

’11

4,000

コンシューマ事業
2,229人
33.2％

2,000

アミューズメント機器事業
499億円
12.6％

0

’10

’11

’12

（年3月期）

研究開発費・コンテンツ制作費
（億円）

遊技機事業
1,430人
21.3％

900

アミューズメント
機器事業
1,620人
24.1％

300

アミューズメント施設事業
560人
8.3％

0

7
Company Profile

SEGA SAMMY GROUP CSR REPORT 2012

（年3月期）

’12

600
遊技機事業
2,121億円
53.6％

2,964

1,000

5
’11

4,975

4,586

4,232

2,000

10

9.5

■ 純資産（資本）

（億円）

事業別従業員構成比

8,000

6,000

687

700

400

総資産／純資産（資本） ■ 総資産

営業利益率（右軸）

100

（人）

その他事業
30億円
0.7％

■ 営業利益（左軸）

（% ）

（億円）

600
15

581

200

1,000

営業利益／営業利益率

経常利益率（右軸）

17.2

3,000

0

（左軸）
■ 経常利益

415

411

’10

’11
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533

’12

（年3月期）

遊技機事業

事業概要

アミューズメント機器事業

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

卓越した開発力を武器に、革新的な製品を他に先駆け

ています。

て世に送り出すことでマーケットの発展に貢献し、幅広

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

いユーザーニーズを満たす製品のフルラインナップ体

応える製品を供給しています。

制を構築しています。なかでもネットワーク対応型ゲー

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、

ム等の高付加価値製品を強みとし、アミューズメント市

StarHorse3 Season I A NEW LEGEND BEGINS．

場の活性化を目指し、新たなビジネスモデルの導入にも

ⒸSEGA

パチンコ遊技機もさらなる開発力の強化によ

注力しています。

100&メダル
HYOZAAAN!!

り市場におけるプレゼンスの向上を目指

売上高／営業利益

ⒸＳＥＧＡ

し、両事業ともに市場の活性化に寄与

■ 売上高
（左軸）

１００＆メダル激KAZAAAN!!
（ゲキカザーン!!）

する機械の開発・供給に取り組んで

ⒸＳＥＧＡ

います。
売上高／営業利益
■ 売上高
（左軸）

（億円）

営業利益（右軸）

2,000

800

1,500

600

1,000

400

500

200

0

ぱちんこCR

（億円）

‘10

‘11

蒼天の拳

Ⓒ原哲夫・武論尊/NSP 2001,
版権許諾証YDG-102
ⒸSammy

主要グループ会社

CR龍が如く 見参！
ⒸSEGA

ⒸTAIYO ELEC

maimai

‘12 （年3月期）

90

400

60

200

30

‘10

’11

0
‘12（年3月期）

TouchLive

ⒸＳＥＧＡ

0

（億円）

600

0

スーパーハリウッド
（サミーデザインがデザインしたホール）

営業利益（右軸）

（億円）

ⒸＤＡＲＴＳＬ
ＩＶＥ

ＤＡＲＴＳＬ
ＩＶＥ２
ⒸＤＡＲＴＳＬ
ＩＶＥ

パチスロ コードギアス
反逆のルルーシュ

ⒸSUNRISE/PROJECT GEASS・MBS
Character Design Ⓒ2006 CLAMP
ⒸNAMCO BANDAI Games Inc.
ⒸSammy

パチスロ モンスターハンター

ⒸCAPCOM CO., LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
ⒸSammy ⒸRODEO

コンシューマ事業

セガ サミー グループ

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

アミューズメント
施設事業

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。

クラブセガやＡＧスクエア等のアミューズメント施設にてお客さまのニーズを捉え

主要グループ会社
スマイルタッチ

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「東京ジョイポリス」、
ダーツをメインコンテンツに飲食も充実させた「Bee」等、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。

ファンタシースターオンライン2
ⒸＳＥＧＡ

売上高／営業利益
■ 売上高
（左軸）

（億円）

キングダムコンクエスト

ソニック ジェネレーションズ 白の時空

ⒸＳＥＧＡ

キャプテン・ハーロック
SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK（仮）
ⒸLEIJI MATSUMOTO/
SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK
Film Partners

ⒸSEGA

営業利益（右軸）
（億円）

1,500

90

1,000

60

売上高／営業利益
東京ジョイポリス

■ 売上高
（左軸）

AGスクエア

（億円）

ダイニングダーツバーBee

オアシスパーク

営業利益（右軸）

主要グループ会社

（億円）

600

20

500

30

300

10

0

0

0

0

–500

–200

–600

–20

‘10

‘11

’10

‘11

Ⓒやなせたかし／
フレーベル館・TMS・
NTV

名探偵コナン
11人目のストライカー
Ⓒ2012 青山剛昌／
名探偵コナン製作委員会

アンパンマン
英語もしゃべるよ
おしゃべりいっぱい！ことばずかんＤＸ

‘12（年3月期）

SEGA SAMMY GROUP CSR REPORT 2012

それいけ！アンパンマン
よみがえれ バナナ島

Ⓒやなせたかし／
アンパンマン製作委員会2012

’12（年3月期）

Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

9
Company Profile

７７７タウン.net

おいかけっこ
アンパンマン
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ⒸSammy

サミー７７７タウン
パチスロ北斗の拳(2011)

Ⓒ武論尊・原哲夫/NSP 1983,
ⒸNSP 2007 版権許諾証GS-406
ⒸSammy

交響詩篇エウレカセブン

Ⓒ2005 BONES/
Project EUREKA
ⒸSammy Ⓒ2009 NBGI

特集
Special
Contents

セガサミーグループは

セガサミーグループは、
『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、

夢と感動溢れるエンタテインメントを通じて、
世界中の人々に明日への活力をお届けします。

豊かな社会の実現と文化の創造に貢献する』
というグループ経営理念を掲げています。
私たちは、世界中の人々が楽しめ、夢と感動に溢れるエンタテインメントをお届けすることが、
私たちの存在意義であり、社会から期待されていることであると考えています。
今後も、社会からの様々な要請や期待に真摯に応え、ステークホルダーの皆さまとより良い関係を構築しながら、
セガサミーグループらしいＣＳＲを実現し、社会から信頼され発展を期待される企業グループを目指します。

フェニックス・シーガイア・リゾート

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
オアシスパーク

777ｔｏｗｎＳＰ
Ⓒ武論尊・原哲夫/NSP 1983,
ⒸNSP 2007 版権許諾証PEL-211
ⒸSammy

ザ・ノースカントリーゴルフクラブ

キングダムコンクエスト
キャプテン・ハーロック
それいけ！アンパンマン
SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK（仮） よみがえれ バナナ島
ⒸLEIJI MATSUMOTO/
SPACE PIRATE CAPTAIN HARLOCK
Film Partners

Ⓒやなせたかし／
アンパンマン製作委員会2012

コールセンター

ⒸＳＥＧＡ

名探偵コナン
11人目のストライカー
Ⓒ2012 青山剛昌／
名探偵コナン製作委員会

ダイニングダーツバーBee

クラブセガ
東京ジョイポリス

スーパーハリウッド
（サミーデザインがデザインしたホール）

スマイルタッチ

ＤＡＲＴＳＬ
ＩＶＥ２
ⒸＤＡＲＴＳＬ
ＩＶＥ

TouchLive

パチスロ コードギアス パチスロ モンスターハンター
ⒸCAPCOM CO., LTD.
反逆のルルーシュ

物流サービス

ⒸＤＡＲＴＳＬ
ＩＶＥ

ぱちんこCR

蒼天の拳

Ⓒ原哲夫・武論尊/NSP 2001,
版権許諾証YDG-102
ⒸSammy

CR龍が如く 見参！

ⒸSEGA

ⒸTAIYO ELEC

ⒸSUNRISE/PROJECT GEASS・MBS
Character Design Ⓒ2006 CLAMP
ⒸNAMCO BANDAI Games Inc.
ⒸSammy

ALL RIGHTS RESERVED.
ⒸSammy ⒸRODEO

おいかけっこ
アンパンマン

Ⓒやなせたかし／
フレーベル館・TMS・NTV

龍が如く OF THE END
ⒸSEGA

StarHorse3 Season I
A NEW LEGEND BEGINS．
ⒸSEGA

100&メダル １００＆メダル激KAZAAAN!!
HYOZAAAN!!
（ゲキカザーン!!）
ⒸＳＥＧＡ

ⒸＳＥＧＡ

maimai
ⒸＳＥＧＡ

７７７タウン.net
ⒸSammy
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アンパンマン
英語もしゃべるよ
おしゃべりいっぱい！ことばずかんＤＸ
Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

1

サミーでは、お客さまに心から楽しんでいただくために、
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。
ものづくりやサービスへのこだわりや想いを、
パチスロ機ができるまでの工程に沿ってお伝えします。

特集
Special
Contents

喜 びと

ドキドキ・ワクワクする製品を通じて人々に

感 動をお届けします。

2
設計

5
営業

6

お客さまに製品の特徴をご理解いただくために

カスタマー
サポート

新製品発表時には、試打会や展示会を開催し、ホールの皆
さまに製品の特徴をご理解いただくための取り組みに努め

安心して製品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、グループ会社である日
本マルチメディアサービスと各種製品に関するホール関

ています。ユーザーの皆さまに対しては、小冊子やWEBサイトで機種

係者向けの『お問い合わせ対応』や『故障・機械トラブル対応』
を行っ

別の詳細情報や遊び方を提供しています。
また、お客さまの様々なご要

ています。当社指定のメンテナンス日を除き、
『年中無休』で営業して

望に対応できる人材を育成するための研修にも力を入れています。

おり、製品導入後も安心して製品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

妥協を許さないものづくりを徹底

人でも多くのお客さまに楽しんで

設計段階では、ゲートごとに設けた厳しい基準のもと、

いただける製品開発へとつなげ

基準を満たすまで妥協を許さずに幾度もつくり込みを

ています。

行います。そして、出玉試験やシミュレーション試験を重ね、遊技機
規則に適合した製品であることを試作機テストで確認し、仕様設計

お客さまの真のパートナーを目指して

私たちの本当のファンになっていただくために

ホールの皆さまとのコミュニケーションを最も大切していま

製品をご利用いただいているホールの皆さまに私たちの

す。それは、お客さまにご満足いただくため

本当のファンになっていただくためには、アフターサービ

製品を量産・販売する際は、
「風俗営業等の規制及び業

には、常日頃から信頼関係を構築し、ど

ス面での満足も必須であると考えています。私たちは、対

務の適正化等に関する法律施行規則」
（以下風適法施行

んなに小さなことでも相談し合える

応にご満足いただくだけでなく、感動していただけるよう

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

関係を構築しておくことが必要だと

なカスタマーサポートを目指していま

考えているからです。今後も、お客

す。アフターサービスを利用しな

の最終打合せを経て申請段階に進みます。

3

各種申請

（保通協申請〜
検定申請※）

法的規制に対応したものづくり

ます。まず、一般財団法人保安通信協会（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

サミー株式会社
研究開発統括本部 プロダクト推進部

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

佐藤 正寿

の検定を取得した後、次の営業・生産段階に進みます。
※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

今までにない感動や喜びをお届けするために

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

私たちは常に、お客さまに今までにない感動や驚き、そして

※検定申請とは：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

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。

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

こそ、まず私たち自身が本当に心の底から楽しいと思えるも

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

のを、妥協を許さずつくることを大切にしています。そのた

必要不可欠の手続きになります。

めには、音や映像、演出やデザインなど、あらゆる要素が必

4

要不可欠です。私たちは、これからもあらゆるジャンルのお

生産

客さまに今までにない感動や喜びを体感していただくため
に、そして「こんな製品が欲しかった、遊びたかった」と期待
や想像を超えたものづくりを追求していきます。

環境に配慮した、安全で良質なものづくりを徹底
生産段階では、
Ｊ
Ｉ
Ｓ規格をもとにした独自の徹底した試験
項目を定め、安全で良質なものづくりを徹底しています。

また、部材の共通化やリユース・リサイクル、廃棄部材の減少等に積極

今までにない感動をお届けするために
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、独創性と先見性で数々のヒット機を創出してきた

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
たマーケット・インの手法を強化、開発・営業・
管理体制を導入し、
「必然性あ
るヒット商品」の開発を追
求しています。

1

企画・
製品開発

3

2

各種申請

（保通協申請〜
検定申請）

設計

サミー株式会社
営業本部 東京支店千葉営業所

スタマーオンラインをどんど

海老原 育之

ん利用していただきたいと思
います。

製品の魅力を十分に味わっていただくために

サミー株式会社
営業本部 カスタマーサービス部

ます。そのため、ホールの皆さまには製品の特性や性能を

村野 直人（写真左）

わかりやすく伝えることができるカタロ

4

日本マルチメディアサービス株式会社
オペレーション本部

三島 和宏（写真右）

グを作成し、ユーザーの皆さまには
製品の遊び方や性能に加え、製

TOPICS

品を楽しむためのポイントなど

カスタマーサポートオンラインを開設
お客さまのご都合に合せてご利用いただけるように、アフ
ターサービス専用のＷＥＢサイトを２０１２年8月に開設し
ました。

ルを作成しています。これから
も、製品の魅力を十分に味わって
いただけるようなツールを作成してい
きたいと思います。

5

サミー株式会社
営業本部 営業企画部 PS営業企画GR

6

祖父江 祐介

カスタマー
サポート

営業

パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ
©SUNRISE / PROJECT GEASS・MBS Character Design ©2006 CLAMP ©NAMCO BANDAI Games Inc. ©Sammy
格闘美神ウーロン
©石川優吾／小学館・テレビ東京・武龍製作委員会 ©Sammy
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は、カスタマーサポートやカ

日々努力していきたいと思います。

パチスロ北斗の拳
©武論尊・原哲夫/NSP 1983, ©NSP 2007 版権許諾 YRI-125 ©Sammy
パチスロサクラ大戦３
©SEGA ©RED ©Sammy イラスト／松原秀典
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万が一のトラブルの場 合

ような、真のパートナーになれるよう、

を盛り込んだ小冊子等のツー

生産

期から多様化する市場環境やニーズを的確に捉え
生産が三位一体となった厳しい品質

さまが困った時にご相談いただける

製品の魅力や情報を適切に伝えることを常に大切にしてい

的に取り組むことで、環境への配慮にも努めています。

1

いで済むことが最高のサービ
スであると考えていますが、

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、

ドキドキ・ワクワク感をお届けしたいと考えています。だから

企画・
製品開発

さまの満足を着実に積み重ね、お客
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2

「デジタル」映像と「リアル」パフォーマンスが融合した

特集
Special
Contents

── デジタリアルライブステージ
最新の映像表現の「プロジェクションマッピング※」に迫力のあるライティングやサ

国内最大級の屋内型テーマパーク
『東京ジョイポリス』が２０１２年７月にリニューアルオープン

ウンドシステムを用いることで、多彩な空間演出が可能になった、最も「デジタリア

デジタリアルライブステージ

「デジタリアル」をコンセプトに、
皆さまに 夢 と 感 動 をお届けします。

ル」を体感できるコンテンツです。
※プロジェクションマッピング

実物（リアル）
と映像（バーチャル）
をシンクロさせる映像手法。プロジェクターを使い建物などの立体物に映像を投
射し、目の錯覚でその立体物が動いたり変形したりしているかのような効果を生み出す新しい表現方法で、広告や
アートなどの世界で注目を集めています。

新しいエンタテインメントのカタチを提供します
画面上のデジタル映像とお客さまのリアルな空間を一体化させることで、より立体的に、よ
り存在感をもった映像体験ができる空間演出にこだわりました。また、画面の中のキャラク
ターがあたかもそこで生きているかのようにお客さまとコミュニケーションし、躍動する
ショーは、これまで誰も体験したことが無い感動を味わっていただけると思います。とにか
くステージを体感し、楽しんでいただきたいと思います。
株式会社セガ エンタテインメントパーク事業企画部

「デジタリアル」という全く新しいコンセプトの創造

絶叫マシンに「デジタル」要素をミックスさせた

セガはこれまで、
「創造は生命(いのち)」という社是のもと、遊びを創り出すエンタテインメントのプロとして、世界中のあらゆる

── 進化型アトラクション

人々に夢と感動をお届けしてきました。
デジタル端末の普及とともにデジタルコンテンツがより身近になった今、
「デジタリアル(DigitaReal)」という新たなコンセプトを
掲げました。これは、セガがこれまで培ってきたデジタルとリアルの2つのエンタテインメント領域の融合を意味し、セガのフラッグ
シップである東京ジョイポリスだからこそ創造できたコンセプトです。私たちはこれからも、皆さまに夢と感動をお届けするため
に、新しいエンタテインメントのカタチを追求していきます。
株式会社セガ エンタテインメントパーク事業企画部

長谷川 敦彦

HALFPIPE TOKYO

『東京ジョイポリス』
オープン以来常に高い人気を誇っていたスノーボードがモ
チーフの立ち乗りライド「ハーフパイプキャニオン」、屋内型コースターの常識
を超えた疾走感とスリル感が人気のコースター「スピンバレット」の２大絶叫マ
シンをリニューアル。セガならではの体感に留まらない「デジタル」要素を盛り
込んだ視覚的演出をプラスし、よりエキサイティングにこれまでと違う驚きを体
感できるアトラクションへと生まれ変わりました。

新生『東京ジョイポリス』の魅力
── 全く新しい非日常体験をお届けします

お客さまに安心して楽しんでいただくために
リニューアルに際しては、お客さまに安心して楽しんでいただくために、従来以上に安全性の向上を図りました。具

今回のリニューアルにおいて、私たちがベースに考えたことは、ここでしか体験できないものを提供するこ

体的には、
２機種ともに安全装置にはショルダーハーネスを採用し、さらにベルトを追加して安全を担保しています。

とでした 。そこで 行きつ い た 答えが 、
「 デジタル 」と「リア ル 」の 融 合を意 味 す る「 デジタリア ル

また、施設内の安全についても、落下防止ネットを新たに設置するなど、安全への取り組みを徹底しています。これ

（DigitaReal）」というコンセプトです。これは、これまでセガが独自に築きあげてきた親和性とこれから目

からも、従来通り関係部署による幾重ものチェックを徹底し、スリルを保ちながらも、お客さまの安全を第一に考えた
設計開発に努めます。

指す方向性を融合したものと言うこともできます。つまり、ゲームなどで磨き上げた映像（デジタル）の技術

株式会社セガ ＡＳ研究開発部

伊藤 瑞樹

とアミューズメント施設で繰り広げてきた実物（リアル）の世界を、一つに融合させることで、これまで誰も
体験したことのない非日常の世界を体感できる空間や雰囲気を創り出すことができました。

Ｄラウンジ

現実とＣＧが融合した不可思議な世界

(左) 株式会社セガ
エンタテイメントパーク事業部
（現在、株式会社セガトイズに出向中）

── スペースインタラクション、Ｄラウンジ

林 一也

館内のいたるところに浮遊する
『東京ジョイポリス』
のアイコンとゲスト

(右) 株式会社セガ
エンタテインメントパーク事業企画部

が触れ合うことで、画面内に生息していたアイコン達が現実世界に飛び出してきたり、自分がいつ

河口 晃

スペースインタラクション

の間にか映像の世界に入ってしまったり･･･と、現実とＣＧが融合した不可思議な世界を無料で体
験することができます。

VEIEL OF DARK

心に残るサービスをお届けします

また、アメニティスペースとして自由にご利用いただけるDラウンジでも、様々な
「デジタリアル」コンテンツをじっくりとお楽しみいただける環境を整えています。

リニューアルした東京ジョイポリスは、
「デジタリアル」をコンセプトに、新しいエ

館内のいたるところで非日常を体験できる空間づくりにこだわりました

ンタテインメントの世界を創造し、提供する場へと生まれ変わりました。お客さま

東京ジョイポリスに入場しただけでも、そして館内のどこにいても、常に「デジタリアル」を

http://tokyo-joypolis.com/

にこれまでにない夢や感動を持ち帰っていただくために、アトラクションやコン

体感することができ、面白いと思っていただける環境演出にこだわっています。デジタルと

セガのエンタテインメントテーマパークは、東京ジョイポリスのほか、

テンツとともに、スタッフの対応においても心に残るサービスをお届けします。

リアルがシームレスに繋がる不思議や面白さは、ここでしか体験することができません。是

東京ジョイポリス概要
東京都港区台場１丁目６番１号 ＤＥＣＫＳ Ｔｏｋｙｏ Ｂｅａｃｈ３Ｆ〜５Ｆ
ＴＥＬ
：０３−５５００−１８０１
（代表）

大阪（梅田）、岡山のジョイポリス、海外ではドバイの「ＳＥＧＡ ＲＥＰ

株式会社セガ エンタテインメントパーク事業部 運営部
東京ジョイポリス 館長

ＵＢＬＩＣ」があります。世界中のあらゆる皆さまに夢と感動をお届け
するために、さらなる世界への展開を計画しています。

速水 和彦

非一度、足を運んでいただき、この不可思議な世界を味わっていただきたいと思います。
株式会社セガ エンタテインメントパーク事業企画部
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原 武司
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星 健典

3

4

特集
Special
Contents

一人でも多くの
子どもたちに
おもちゃで楽しく
遊んでもらうために

小児医療の発展に
貢献する世界初の
支援端末

小児医療の現場では、治療や検査の際に不安や恐怖から泣き叫

特集
Special
Contents

への取り組み

セガトイズの共遊玩具への取り組み

ぶ子どもがたくさんいます。注射や点滴、検査の意味が良く分から

『スマイルタッチ』が医療施設における
子どものケアの代名詞になることを目指しています

ない、何をされるのか分からない子どもたちにとっては不安や恐怖

『スマイルタッチ』
は現在、全国で約２５０の医療施設に導入い

でいっぱいの場所に違いありません。
しかし子どもが治療や検査

ただいています。今後さらに多くの医療施設に導入いただくた

の際に泣き叫ぶのは、単純な恐怖心だけではなく病気や治療内容

めに、医療現場の声を活かしながらバージョンアップを図るこ

を充分に説明できていないことが一つの要因に挙げられます。

とで小児医療現場の負担軽減に貢献して、
『スマイルタッチ』

そこで近年小児医療においては、病気の治療だけではなく子ども

が医療現場における子どものケアの代名詞となることを目指

の心のケアへの配慮がより良い医療サービスやスムーズな診療に

したいと思います。

つながるという考えから、子どもの年齢や理解度に応じた説明を

当社はこれまでもアニメーションの制作を通じて子どもたち

再認識するとともに、もっと共遊玩具の幅を広げたいと強く思

行うことで不安や恐れを軽減する「プレパレーション 」の実践が

に夢と希望を提供してきました。
『スマイルタッチ』の着想から

いました。そこでまず思いついたのが、当社が扱う「アンパン

注目されています。

３年余り、実際に多くの医療施設で利用いただいていること

マン さわって! さがして!てさぐりボックス」でした。この製品

から改めて実感するのは、アニメの持つ力と大きな可能性で

に、点字シールを貼ることで、もっとたくさんの子どもたちに遊

す。今後も当社の強みを集結したこの

んでもらえないかと考え、共遊玩具推進部会のアドバイスと

『スマイルタッチ』
を提供することで、

（福）日本点字図書館さまのご協力のもと、これまでほとんど無

子どもたちに愛と勇気を届けたいと

かった点字シールを用いた共遊玩具をご提供できるようになり

や「名探偵コナン」等の優れたアニメーション作品の持つ夢や希望、またこ

思います。そして、より子どもたちの

ました。これからも、たくさんの子どもたちの笑顔のために、す

れまで培ったアニメーション制作の技術とコンテンツホルダーとしての強み

立場を尊重した医療環境やサービス

※

『スマイルタッチ』誕生の背景〜１通のメールがきっかけに〜
治療や検査の際に泣き叫ぶ子どもがたくさんいる中で、ある病院より「検査
の時にアンパンマンを見せることで病気をもった子どもたちに勇気をもらい
たい・
・
・」という１通のメールが届きました。当社は「それいけ！アンパンマン」

を活かして、子どもの心のケアを通じて小児医療の現場に貢献したいとの思

の充実に、引き続き貢献していきたい

いから、世界で初めての小児医療支援ツール『スマイルタッチ』の開発がス

と思います。

タートしました。

たくさんの子どもたちの笑顔のために、
共遊玩具の取り組みを進めています

セガトイズでは、たくさんの皆さまに玩具で遊び、楽しんでもら
うために、製品の企画・開発段階から形状や音等への工夫を盛

ある盲学校を訪問した際、当社製品の「アンパンマンミュージ

り込み、共遊玩具への取り組みを積極的に進め、現在では8点

アム」という玩具で遊んでいる親子を見かけました。話を聞い

の共遊玩具を販売しています。

たところ、それぞれ形の違うアンパンマンのキャラクターを手

２０１２年５月に発売した、
「アンパンマン さわって! さがして! て

でさわりながら、キャラクターを当てる遊びの中で、手の感覚を

さぐりボックス」という玩具では、カードに貼ることができる点

養っているとのことでした。実際に私たちの製品が、このような

字シールをご用意する等、新たな取り組みも進めています。

形で役立っている光景を目の当たりにし、共遊玩具の大切さを

べての親子に優しい共遊玩具の取り組みを積極的に進めてい
Ⓒやなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

きたいと考えています。

パン工場の中からてさぐりで「かたち」を探す！カードの絵と同じ形を８種の図形ピースの中から

須 直樹

ることができる点字シールを差し上げています。

『スマイルタッチ』の特徴
２０１０年９月から医療施設向けにリリースした
『スマイルタッチ』
は、
「それい

株式会社
トムス・エンタテインメント
スマイルタッチ企画営業部

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！」等の小児医療におけるプレパレーションを効果的に支援

谷貝 昌彦

する小児医療向けアニメを合わせた約１００話のコンテンツを専用の端末に
収録し、それらを子どもの状況に合

共遊玩具とは
共遊玩具とは、目や耳の不自由な子どもたちも一緒に楽しく遊ぶことができ
るように配慮された玩具のことで、目や耳の不自由な保護者の方にも扱い
やすい玩具のことです。日本では、社団法人日本玩具協会が、
１９9０年に「小
さな凸」実行委員会（現在の共遊玩具推進部会）
を発足し、社会福祉法人日本
点字図書館の協力のもと、共遊玩具の普及、推進活動を行っています。

わせて視聴することで治療時の子
どもの緊張や不安をやわらげるツー

共遊玩具にはこのようなマークがついています

ルです。尚『スマイルタッチ』は２０

盲導犬マーク
目の不自由な子どもたちも一緒に楽しめる玩具のマーク。盲導犬として活躍するラブ
ラドールレトリバーをモチーフにデザイン。

を超える医療施設の協力を得て、

うさぎマーク
耳の不自由な子どもたちも一緒に楽しめる玩具のマーク。うさぎをモチーフにデザイン。

小児臨床における支援ツールとし
ての有効性を検証しています。

『スマイルタッチ』に期待すること

セガトイズの共遊玩具への取り組みに期待すること

社会福祉法人 日本点字図書館

子どもに治療を施す際は、保護者はもちろんのこと、子どもにもしっかりと説明する必要があり、倫理的側面

セガトイズさまは、幅広い層に向けて玩具を展開し、共遊玩具へ

（子どもの権利）からもそうあるべきだと考えています。
しっかりと説明することで子どもは自分なりにその状況

の取り組みも積極的な印象を持っています。共遊玩具推進部会

を自覚し、前向きになることもできます。そのため医療現場では紙芝居や人形を用いるなど、様々な工夫を試み

でも一緒に活動をしていますが、玩具メーカーのこうした取り組

ながら説明しているというのが現状です。今回監修を担当させていただいた
『スマイルタッチ』
の医療系アニメ

みはとてもうれしく思います。目の不自由な子どもたちは、おも

コンテンツは、子どもが親しみやすいアニメによって治療の流れや意義を理解できるように工夫されており、子

ちゃで遊び楽しむことはもちろん、共遊玩具を通じて、モノの形状

順天堂大学医学部
小児科学講座准教授 医学博士
子ども療養支援協会事務局長

どもが前向きに治療に臨むための支えになると思います。今後はこの
『スマイルタッチ』
をきっかけに子どもと保

を学んだり、手の感覚を身に付けたりすることもできます。
これか

田中 恭子

療につながると思います。

様

株式会社セガトイズ
品質保証室

探して「かたち」と「いろ」を覚えられる「知育要素」のある商品で、ご希望の方にはカードに貼

護者、医療スタッフが一緒になってこれを見ることで互いの理解を深めていくことができれば、よりよい小児医

※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等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。

※

社会福祉法人日本点字図書館
用具事業課

村尾 正豊

様

らも目の不自由な子どもたちにおもちゃが身近になるように、幅
広い方向けのおもちゃを展開していただきたいと思います。

SEGA SAMMY GROUP CSR REPORT 2012

点字の本や声の図書の製作・貸し出しに加えて、白い杖
や点字器、日常生活用具等のさまざまな用具類の開発や
普及を行っています。また、
（社）日本玩具協会の共遊玩
具に関する活動に参加・協力し、玩具の配慮点の提示・モ
ニター等の部分を受け持っています。
イメージキャラクターの
ロクホシくん

お問い合わせ先
〒１６９-８５８６ 東京都新宿区高田馬場１-２３-４
ＴＥＬ０３-３２０９-０２４１（代表）
ＦＡＸ ０３-３２０４-５６４１
ＵＲＬ http://www.nittento.or.jp/

※共遊玩具推進部会: 1990年3月、協会内に発足（当時の名称は「小さな凸」実行委員会）。現在協力メーカーは21社で、そのうち代表的な8社および日本点字図書館の委員から成る。共遊玩具の普及、推進活動に努めている。

17
Special Contents

（福）日本点字図書館では目の不自由な人達のために、

18
Special Contents

SEGA SAMMY GROUP CSR REPORT 2012

セガサミーグループの震災復興支援活動
セガサミーグループでは、2011年3月の東日本大震災発生直後から、義援金や物品の寄贈に加え、

社員ボランティア活動

社員ボランティアや被災者の方々の東京ジョイポリスへの招待等、さまざまな支援活動を行っています。
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、そして笑顔に、元気になっていただくために、今後も支援を続けてまいります。

グループ社員から参加者を募り、2011年6月から2012年6月まで計20回、のべ235名が宮城県東松島市と七ヶ浜町での復旧活動に参
加し、ガレキ撤去、泥のかき出し等を行いました。また、このボランティア活動を機に、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ではボランティア休暇制度を新たに整備しました。今後も被災された方々のお役に立てるよう、グルー

義援金

プ全体で復旧・復興支援を継続してまいります。

NPOと連携した支援活動

当社グループでは、被災地への復興支援として、グループ各社

地震発生直後より、被災したグループ社員や周辺住民の皆様

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2億

に食料品や生活必需品等の支援を行いました。その他、被災地

3,200万円を寄贈しました。

域の学校に、社会福祉法人さぽうと21を通じて、理科教材や楽
器、カーテン、スポーツ用具等をお届けし

商品の売り上げ寄付による支援活動

ました。

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

また、NPO法人医療ネットワーク支援セ

施。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の

ンター等の非営利団体との協働により、セ

寄付や施設での募金箱の設置、iPhone等に提供するゲームタイ

ガトイズのおもちゃとセガのぬいぐるみを

トル購入を通じた募金活動等を国内外で行い、5,300万円を超え

子どもたちに届けるほか、病院や施設等へ

る寄付をしました。

の寄贈を通じて、被災した子どもたちのケ
アを協働して行っています。

雇用の確保を支援
当社グループの日本マルチメディアサービスは、仙台市青葉区の
事業所及びコールセンター拠点を2012年2月に同区内に拡張移転
し、被災地での採用活動にて新たに100名規模の雇用を行いました。

被災地応援イベントの開催
被災地を「笑顔、元気に」をテーマに、セガサミーグループの
リソース（UFOキャッチャー、ダーツ、爆丸等）
を活用した応援イベ
ントを東松島市、七ヶ浜町で開催。子どもたちを中心に、約1,000

東京ジョイポリスにご招待

名の市民、町民の方々に楽しんでいただきました。

エンタテインメントを通じて、笑顔に、そして元気になっていただ

社員ボランティア活動参加者の声
高校まで福島で育ち、家族は今でも福島におり
ます。宮城は祖母の出身地でもあり、子どもの
頃から遊びや買い物に行く身近な土地です。自
分の目で現実を見たいと思い参加したボラン
ティア活動は、私でも体力・精神的に、無理なく
活動できましたし、ほぼ初対面のグループ社員
の方と行動をともにし、経験を共有できた事は
これからの仕事にもつながる良い機会でした。
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
広報担当

瀬戸 真弓

第7回
2011年9月

学生時代の友人複数が被災し、義援金の形で
微々たる支援はしたものの、未曾有の災害に際
し人としてもう少し何かをしておくべきではな
いかと考え、参加しました。
３．
１１以前は平和で
静かな日常があっただろうに、家主の方々は如
何に無念に思われていることだろうということ
を感じながら作業にあたらせていただきました。
継続的な支援の姿勢が重要だと思われます。
株式会社サミーネットワークス
上席執行役員

くために、関東圏で避難生活をされている被災者の方々540名を
セガが運営する「東京ジョイポリス」にご招待しました。今後は、被

西田 仁志

災地域の修学旅行等を対象に招待することを計画しています。

第6回
2011年9月

最近は、被災地でのボランティア参加人数が
減っている現状を度々メディアで見かけていま
したのでこの機会に参加しました。個の力は微
力ですが、他のボランティアと力を合わせ、今後
も活動を継続していくことが大切だと感じまし
た。本当の復興までには、まだまだ時間や人材
が必要です。周りの方にもこの経験を伝え、支
援の輪を少しでも広げていきたいと思います。

セガサミーグループへの期待
サミー社の高齢者の方々を対象とし

被災地域の仮設住宅はある意味、

たショールーム開放では５年前から

非日常の場所と言えます。一部の

お世話になっています。今回は東日

方々は、震災以前の生活へ戻れな

本大震災で豊島区内に避難されて

いのではと不安視される方も少な

いる方々を、東京ジョイポリスなどに

くありません。そうした中、セガサ

ご招待いただき御礼申し上げます。

ミーグループの皆さまとは、ボラン

イベントにはそれまでコミュニケー
ションが取りづらかった避難者の方
も大勢参加され、その後は社会福祉

タイヨーエレック株式会社
生産本部
生産管理課

セガサミーグループへの期待

社会福祉法人豊島区社会福祉協議会
常務理事 事務局長

横田 勇 様

ティア活動をきっかけに様々な交
流を図る機会が生まれ、イベントな
どを企画・実施いただくなど、とて

畔柳 崇

社会福祉法人七ヶ浜町社会福祉協議会
ボランティアセンター
ボランティアコーディネーター

星 真由美 様

協議会の常設サロンへもお顔を見せてくれています。孤立化防止にうま

も感謝しています。今後も引き続

くつながった一例です。企業の区民へ向けた社会貢献活動の実施には、

き、町内の皆さんが交流を図り、地域コミュニティを再構築するきっか

企業からの寄付と協働のイベントが貴重であり、また、とてもありがたい

けづくりとして、こういったイベントや遊び場づくりのお手伝いをして

です。今後も様々な新しい試みに協働で取り組めればと思います。

いただけますと幸いです。

第15回
2012年3月

メディアを通して被災地の惨状を目の当たり
にし、何か自分でもできる事を色々考えていま
した。募金はもちろん、支援物資も送り、色々
できる事をやってきたのですが物質的な支援
をいくら行ったとしても、本当に被災地の方々
の役に立っているのだろうか？と思い今回自分
の目で確かめ、ボランティアを通して被災地支
援を行いたいと思いました。
株式会社セガ
第一研究開発本部

内田 憲司

サミー株式会社
PC研究開発本部
第10回
2011年11月

少しでも役に立てればという気持ちで参加しま
したが、現地に行って初めて状況を実感しまし
た。被災地の方から「よろしくお願いします」と
声を掛けていただいた時には鳥肌が立ち、少し
でも早く作業を終わらせてあげたいと意欲が湧
きました。ボランティアを必要としている人がま
だまだ沢山いますので、グループ社員の皆さん
には是非参加していただきたいと思います。
株式会社セガトイズ
執行役員

矢島 源一郎

第11回
2011年11月

株式会社ウェーブマスター
制作部／洋楽担当
第6回
2011年9月

自分一人ではハードルが高かったボランティア
活動ですが、グループ社員と一緒に参加できて
心強かったです。力仕事への不安もありました
が、実際には女性でもできる作業も多くありまし
た。津波で流されてしまった家の跡地の瓦礫を
集める整備作業では、掘っても掘ってもガラス
が出てきて、気が遠くなる思いがしましたが、微
力ながらも復興に貢献できたと感じています。
株式会社
セガ・ロジスティクスサービス
管理部
経理課

福井 真美

伊藤 信之

第9回
2011年10月

未曾有の大震災の被害を自身で感じたいと思
い、ボランティアに参加。実際に自然の脅威、
被害の大きさは、想像をはるかに超えるもので
した。個人の力でできる事の限界を感じながら
も、個人の力を集めれば少しは形になる事もわ
かりました。復興にはまだまだ時間がかかりそ
うです。今回のような活動をいかに継続してい
くかが、これからの課題だと思います。
株式会社トムス・エンタテインメント
営業本部
営業推進室

半年経っても手つかずの建物があり、改めて
復興にははまだ多くの時間が必要なことを実
感しました。私が従事させていただいた３日間
はほんのわずかで、申し訳ない気持ちが残りま
したが、最終日にお世話になった地元の方から
直接お礼を言われた時は救われた気がしまし
た。現地の方々は我々が思っている以上に気
持ちを強く持たれていました。

廬原 大輔

私自身、宮城に縁がありボランティアに応募し
ました。私達は津波の爪痕が残る七ヶ浜町花渕
浜漁港付近で、瓦礫の片づけを行いました。三
日間という短い期間でしたが、少なからず復興
に貢献できたように思います。現地では、多く
の企業や個人の参加者があることがわかり、ま
た普段は会えないグループ会社の仲間と手を
取り合い活動ができたことが良かったです。

第10回
2011年11月
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稲垣 浩作

第2回
2011年7月

ボランティアに参加してみて、
『子供の頃のよ
うな、純粋な優しさ』
を取り戻せた気がします。
現在の世知辛い世の中でお金の損得ではな
く、
『誰かに喜んで貰うために働くことの清々し
さ』、
『喜んで貰えたときの嬉しさ』
を感じられま
した。ボランティア活動に今まで参加したこと
がない方へ『ボランティア活動の敷居は高くあ
りませんでした』
と伝えたいです。
株式会社サミーデザイン
営業企画部

小林 倫規

第12回
2011年11月

セガサミーグループのCSR
セガサミーグループのCSRにおける基本的な考え方

CSRの浸透・意識の醸成

CSRの推進体制

「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

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

グループ経営理念のもと、1.事業活動を通じ、世の中に夢と感動をお届けする ２．
社会貢献 ３．
環境対応 ４．
コーポレート・ガバナンス／

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

て行動してこそ、私たちが掲げる「グループ経営理念」を実現でき

経済的責任の四つの観点からみた活動を通し、責任を果たすことで、社会からの様々な要請や期待に真摯に応え、ステークホルダーとのよ

トの充実を図るため、ホールディングスにグループCSR連絡会議

るものです。

り良い関係を構築することでセガサミーらしいＣＳＲの取り組みを進めてまいります。

を設置しています。この会議は、グループ内のCSR活動に関する
調整機能を担っています。

ての社員を対象にCSR活動の重要性や取り組む意義を伝えな

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

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

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
がら、そ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。

括機能を持たせております。グループ会社のCSR事務局メンバー

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 。
ＣＳＲ活動 ＝ 経営理念の日々の実践

が出席するグループＣＳＲ事務局会議を開催し、具体的なCSR活

お取引先

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

P38

社会貢献
ステーク
ホルダーとの
より良い関係

従業員

P44

環境対応

ホールディングス 取締役会

P52

提案・報告

冊子、ポスターやCSRレポート
（ダイジェスト版）を使って
理念」や「グループCSR憲章」
「グループ行動規範」等を掲載した
CSRの手引きならびにグループCSRレポートのダイジェスト版を全
社員に配付しています。

グループCSR 連絡会議

指示

報告

グループＣＳＲ事務局会議

ＣＳＲの手引き（社員手帳）

コーポレート・ガバナンス

社会

（社会貢献・
環境）

の重要性を社員に対して伝え続けています。

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、
「グループ経営

事業活動を通じ、
世の中に夢と感動をお届けする

P30

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

動に関する施策の検討・実施・評価（PDCAサイクル）等を行ってい
ます。

承認・指示

お客さま

経営トップの生の声を伝えて

イントラネットを使って

株主・
投資家

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ト

経済的責任

P42

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、
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。

ステークホルダーとの
日々のかかわりの中で、実践する

グループが掲げる
取り組みテーマとして、実践する（P24参照）

企業グループと社会がともに持続する社会の実現
グループCSR憲章：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の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。
毎年9月配付のCSRレポートダイジェスト版

セガサミーグループ イントラネット「COMUNET」
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セガサミーグループのCSR
これまでのCSR活動と今後の展開
2004年の経営統合後、社員のベクトルをひとつにあわせられる
ようなＣＳＲ活動を目指し、翌年に「グループ経営理念」
「グループ
CSR憲章」
「グループ行動規範」を制定、全グループ社員への浸

これまでの歩み

2011年度目標と進捗･実績／2012年度の目標について

2004年

セガサミーグループの取り組み

10月

セガ、サミー経営統合 セガサミーグループ誕生

項 目

4月
8月

2009年には重要性の測定（マテリアリティ分析）
を実施（詳細は
右記参照）、2010年からはグループ目標を定めて実行し、
２０１２

12月

ホールディングスCSR専任部署設立、

CSR推進項目策定

直しました。
（P21参照）

12月

CSR推進計画策定

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並びに、グループ社員の
被災地派遣によるボランティア活動にも積極的に取り組んでいま
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尽力してまいります。

2007年
1月

CSR推進項目の進捗状況チェック
（サーベイ）実施

4月

Y（ヨコハマ）-グリーンパートナー協賛

てに一様に応えることは不可能です。

●不正防止対策【サミー等】

8月

CSRレポート創刊

●地域スポーツ活動への協賛【ＨＤ、サミー、タイヨーエレック】

●業界団体基準に準拠した安全基準【セガ、サミ−、セガトイズ】

●東京JAZZ2011など芸術活動への協賛【HD】
地域社会等に対する社会貢献の
●絵本を届ける運動（106冊）
【グループ】
実行
●野球部による野球教室の開催【ＨＤ】

CSR推進項目の進捗状況チェック
（サーベイ）実施

●障がい者水泳大会（九州大会）の開催【PSR】

5月

遊技機業界での取り組み（遊技産業CSR研究会）

8月

上場子会社3社へのCSR活動展開

べき課題を抽出、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ました。

重要性の項目洗い出し

できる共通の重要課題４つを決めました。これらの重要課題に沿っ
て事業会社ごとに目標を定め、実行しホールディングスは進捗の
管理をしていきます。
（Ｐ２4参照）

【グループ】
●被災地復興支援応援イベントを開催（2回）

東日本大震災復興支援

【ＨＤ、セガ、
ＳＬＳ、ダーツライブ】

2009年

「森林CO₂吸収量認証書（長野県認証第1号）」授与

7月

「グループ・コンプライアンス連絡会議」発足

9月

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

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

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

9月

グループＣＳＲ事務局メンバーとＮＰＯのダイアログの実施

●廃棄物有価リサイクル（川越工場勤務者による分別活動）を実施

●グリーン電力証書の購入(100kWh実績／年）
【セガ】
●シーガイア敷地内の黒松（250万㎡)の管理・保護･育成【ＰＳＲ】
●セガ、サミーに加え直接子会社3社での数値把握体制の整備を開始
【ＨＤ】

経営者からの継続的なメッセージ
を促進【グループ各社】
発信によるグループ経営理念の
●経営トップから、社会情勢や事業発表とともに、現実に即した形で社
浸透
員にわかりやすくグループ経営理念の意味と実践についてメッセー

（3回、20社93名）
【ＨＤ】
●新入社員向けコンプライアンス研修の実施【ＨＤ】

コーポレート･
ガバナンス

●階層別研修の実施【グループ各社】

コンプライアンス研修の実施

●会社法「損失の危機の管理」推進（リスクの洗い出し実施）
【サミー】
●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

グループ役員コンプライアンスセミナーの実施
グループＣＳＲ事務局メンバーと有識者のダイアログを実施（2回）

1１月

日本総合研究所「社会的責任経営の取り組みの進んだ企業」に選定

12月

東松島市でのクリスマスイベント開催

2012年
1月

グループＣＳＲ事務局メンバーと有識者のダイアログを実施

2月

グループ新入社員向け合同ＣＳＲ研修実施

3月

七ヶ浜町での復興応援イベント開催

P27,39,
41

ごとの整備状況評価【セガ】

NPO法人クリニクラウン協会と宮城県立子ども病院夏祭りを開催
11月

・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

●グループ役員向けコンプライアンスセミナーの実施

社内イントラにアップ
10月

P22

ジを配信（年3回）
【グループ各社】

都内近郊に避難されている方々を東京ジョイポリスにご招待

コミック＋イーラーニングにした、
コンプライアンスツールを

・各社ごとの環境施策の推進

●管理職向け研修の実施による浸透・醸成【サミー等】

（２０１２年１月までに、のべ５４０名、計２２団体をご招待）

7月

P63

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

サミーネットワークス、セガトイズ、
トムス･エンタテインメントが

グループ社員ボランティア被災地での活動を展開

・その他環境保全活動の推進

経営理念などを社員手帳冊子に掲載、常時携行可能とし、社員啓発

「絵本を届ける運動」作成済み絵本（106冊）
を寄贈

（２０１２年３月までに、計１６回実施、のべ１８２名参加）

P59

【サミー】

ボランティア休暇制度を導入

6月

・３Ｒ
（特にリサイクル）の推進
・環境配慮型製品開発・発売の
推進

●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

協働し、被災地の病児や子どもたちに玩具を寄贈

6月

P59-62

●ＡＭ機器の手分解による100％リサイクルを実施【ＳＬＳ】

使用エネルギー量の実数値
把握の向上

NPO法人クリニクラウン協会、おもちゃの図書館全国連絡会と
6月

●下取機リサイクル（97.76％達成）
【サミー】

その他環境保全活動

2011年
4月

P23

●エコパチンコの開発、製品化への展開【サミー】

環境対応

2010年
3月

●ボランティア休暇制度を新たに導入【ＳＮＷ、セガトイズ、
ＴＭＳ】

３Ｒ
（特にリサイクル）
の推進、
環 境 配 慮 型 製 品の
開 発・発 売の実 行

ＣＳＲの手引き（社員手帳冊子）
を発行
2月

・復興支援の継続と新たな
ステージへの対応

●低消費電力製品の開発･提供点数が増加【セガ】

「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

12月

P55-56

●チャリティゴルフコンペによる寄付【サミー、セガサミーゴルフ】

ボランティア休暇制度

CSRレポート2009ダイジェスト版創刊（全社員へ配付）

11月

P19-20,

●都内避難者を東京ジョイポリスへ招待（のべ540名）
【ＨＤ、セガ】

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・

3月

10月

さらに、2012年にマテリアリティを見直し、グループ全体で活動

●グループ社員ボランティアを被災地へ派遣（16回、のべ182名）

社会貢献

信州の木利用推進の部」）

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

・事業の延長線上での
社会貢献の実行

●正確で適切な製品表示【セガ、サミー、セガトイズ】

環境ハンドブック発行（WEB版）

1月

P53-56

【セガ、サミー、セガトイズ】
●お客さまサポート体制の充実【セガ、サミー、セガトイズ】

コンプライアンスハンドブック発行

12月

P31-35

・安心･安全な製品の提供、
ならびに適正な情報開示の
継続
・サポート体制のさらなる充実
・正確で適切な製品表示の推進
・業界団体基準に準拠した
安全基準の遵守の継続
・不正防止対策の継続

置、製品表示などによる情報開示を含む品質保証

7月
2008年

・対象拡大などの推進

【ＨＤ、セガ、
ＳＬＳ、ダーツライブ】
●対象各国の法令、業界基準などに則し、それを上回る自主基準の設

「森林の里親契約」を締結）

こ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

P54-55

●コンテンツを活かした被災地復興支援応援イベントを開催（2回）

安全で楽しい製品・サービスの
提供、推進

「セガの森」誕生（長野県南佐久郡南相木村との間で

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

P17-19,

●ＮＰＯとの協働で玩具を寄贈【ＨＤ、セガトイズ、
ＳＬＳ】

5月

4月

重要課題への取り組み

●ショールームを定期的に高齢者へ開放（11回、78名）
【サミー】
●シニアが楽しむイベント、コンテンツの導入【セガ】

事業を通じ、
世の中に
夢と感動を
お届けする

CSRハンドブック発行・配付

10月

●共遊玩具、知育玩具の拡充【セガトイズ】

当社グループのコンテンツを
活かした社会課題解決への
貢献

「グループ行動規範」制定

年は経営理念に沿ったグループＣＳＲにおける基本的な考え方を見
2011年に発生した東日本大震災による被災者の救済並びに被

2012年度目標

【TMS】

グリーン電力証書購入

2006年
4月

主な参照ページ

●小児医療の発展に貢献する支援端末『スマイルタッチ』
の開発と普及

「グループ経営理念」
「グループCSR憲章」制定

透を図ってきました。

進捗・実績

2011年度目標

2005年

・CSR活動浸透のための
研修実施
・ガバナンスの強化-公益
通報制度の見直し

●重点厳守法令（下請法）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）を実施【セガ】
●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情報の共有化

ＣＳＲ担当者向け情報媒体（新聞・雑誌等）を通したＣＳＲ情報の収集

P22

・ＣＳＲ情報共有化の推進

P23

・ステークホルダー
ダイアログの実施

とグループ各社への提供（毎月2回）
【ＨＤ】

ステークホルダーダイアログの
実施

●有識者ダイアログを実施（2回、37名参加）
【ＨＤ】

・コンプライアンス教育要員
（社内講師）の育成

コンプライアンス教育要員
（社内講師）の育成

グループ：グループ各社、ＨＤ：セガサミーホールディングス（株）、
ＳＮＷ：
（株）サミーネットワークス、
ＴＭＳ
：
（株）
トムス・エンタテインメント、セガサミーゴルフ：セガサミーゴルフエンタテインメント
（株）、
ＳＬＳ
：
（株）セガ・ロジスティクスサービス、
ＰＳＲ
：フェニックスリゾート
（株）
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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。

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス体制

グループガバナンスの強化と内部統制システムの整備

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

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

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

「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

も重要な基盤として位置づけ、企業経営の「効率性の向上」、
「健

界・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

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

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

全性の確保」、
「透明性の向上」を「コーポレート・ガバナンスに関

だ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

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

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

する基本方針」として掲げ、取締役候補者の選任、取締役報酬の

置会社形態を採用し、あわせて社外取締役の選任、執行役員制度

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

の結果、財務報告の信頼性確保への取り組みが定着し、2012年3

決定、経営の監視、監査報酬の決定等、経営の重要な問題をこの

と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

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

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る

方針に従い判断しています。

ト・ガバナンス体制を充実させています。

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

と判断するにいたりました。

審議・確認し、その維持・向上に取り組んでいます。

効率性の向上

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

主な施策の実施状況

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、株主の皆さ

年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

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
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持
と構築に取り組んでいきます。

取締役会は7名（うち2名が社外取締役）の取締役で構成され、

まをはじめとするステークホルダーに対して、その利益の還元に努

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にお

めます。

いて機動的経営を図っています。2011年度の社外取締役の参加
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

健全性の確保

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

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、

いても決議・報告を行っています。

社外取締役からのメッセージ
企業の不祥事があとを絶たない昨今、企業統治が適切

気候変動、
天変地異、
予測不可能な経済現象など、
社会

に行われる体制が一層求められ、
コーポレート
・ガバナンスの

を取り巻く環境の不確実性がますます高まる中、上場企業

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

監査役会は、毎月1度の定時監査役会並びに適宜開催する臨

重要性はますます増大しています。
しかし、
どのようなコーポ

に社会が期待する役割はますます大きくなっています。
それ

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

時監査役会において、現在4名（うち3名が社外監査役）の監査

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

役により議論を行い、具体的問題について十分に分析、検討して

レート
・ガバナンス体制が良いのかは難しい問題であり、
答え

は単なる経済活動を通した貢献にとどまらず、社会の構成

することで経営の健全性の確保を図ります。

います。

は一つではありません。何故なら企業によって、
その構成や

員としての範となる行動です。
その際に重要なポイントは、
ま

目的、取り巻く環境などが異なるからです。
したがって、今後

ず経済活動を通じて利益を創出し企業価値を向上し続け

も様々な試みが議論されると考えられます。

ること、
そして、
その経済活動が善良な市民として、社会の

そのほか、グループ役員連絡会、グループ監査役連絡会等、模

透明性の向上

式図の体制により各種施策を実施しています。

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

URL

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、

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/

積極的な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、経営の透明性の向上を図ります。

選任
解任

株主総会
選任
解任
報告

内部監査室

選任
解任
業務執行指示

報告
議案付議

選任
解任

取締役会

報告

監査

事前審議
検討指示

執行役員
報告

報告
上程

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

も重要な基盤として位置づけ、企業経営の効率性の向上、

極的に事業を展開するだけではなく、
適切なコーポレート
・ガ

健全性の確保、透明性の向上を図ることを基本方針に掲

バナンスを構築・運用していくことが肝要です。

報告
情報交換

解任

監査役室

会計監査人
監査
情報交換

CSR
内部統制
コンプライアンス
公益通報窓口
各種相談窓口

各組織

時に、食品業界および電機業界における企業の経営陣の

停滞する日本経済の中でも景気の牽引役として期待の大

一員でもありました。私はこれらの経験を活かし、社外取締

きい分野です。その重責を担う企業グループの一員として

役として、
常に外部からの視点で経営全般に関する提言や

の誇りと矜持とともに、
いっそうの企業価値の向上と企業倫

意見を具申し、
当社グループのコーポレート
・ガバナンスに貢

理の向上を果たすべく、社外取締役としての責務を果たし

献できるようベストを尽くしていきたいと思います。

ていきたいと考えています。

報告
情報交換

ホールディングス監査連絡会
監査役内部監査室連絡会
施策に
反映

報告
上程
情報交換

グループ各社

セガサミーホールディングス株式会社

セガサミーホールディングス株式会社

取締役

取締役

岩永 裕二

夏野 剛
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特に当社グループが展開するエンタテインメント産業は、

グループ監査役連絡会

連絡会議

報告
上程
情報交換

報告

監査役会
助言
情報交換

報告
上程

グループ役員連絡会
内部監査
報告
提言

一員として適切な行動であることです。
そういう意味で、積

げ、社外取締役を設置しています。私は弁護士であると同

コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図（2012年6月30日現在）

代表取締役
による業務
執行指示

当社グループは、
コーポレート
・ガバナンスを企業行動の最

SEGA SAMMY GROUP CSR REPORT 2012
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コンプライアンス／リスク管理
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、経営の内外に潜在する重要な損失リスクを洗い出し、対処すべき課題を明確化して、
会社の事業遂行並びに経営資源の損失低減、再発防止に取り組んでいます。

コンプライアンス推進体制

コンプライアンス意識の醸成と浸透

下請法遵守体制の強化

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

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

腐敗防止、寄付金等の適正処理

セガサミーグループでは、下請代金支払遅延等防止法（下請法）

セガサミーグループでは、
「グループ行動規範」において、
（1）贈賄

化するために2009年度に立ち上げた「グループ・コンプライアン

図るために、グループ各社向けの研修を適宜実施するほか、日常

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施する

をはじめ利益供与、便宜供与とみられるあらゆる腐敗を防止すべき

ス連絡会議」のもと、法令や社会規範に則って健全な企業経営を

遭遇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

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

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

展開するための社内体制を構築しています。

プライ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

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点検を

定められた社内ルールを遵守して、公明正大に行うべきことを明記

に掲載しています。

継続して実施し、結果を内部監査部門・法務部門・内部統制部門に

しています。最近の外国公務員贈賄規制の厳格化という国際的な

て共有することで遵守体制の強化に努めています。

潮流もありますが、セガサミーグループでは上記「グループ行動規

2011年度は、グループ全体での取り組みおよび展開を図るた
めに、新たに「コンプライアンス推進運動」を実施しました。本運動

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

により業務の適正を確保するための「公益通報制度」の周知を図

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

るとともに、個別法令に対する遵守体制の強化等の取り組みを

持・向上に努めます。

行っています。
また、セガでは、今後の効果的なコンプライアンス推進に役立て

種類

して更なるコンプライアンス推進体制の強化を行うとともに、継続

ンス全般、ＣＳＲ、内部統制、個

新入社員（野球部）

1

6

グループ各社役員（２０社）

3

93

部課長

2

90

2
25
1
1
1
6
4
1
1

192
157
22
16
16
98
50
19
1

新入社員

1

4

コンプライアンス研修

新任取締役、執行役員

個人情報保護研修

全役職員

1
7
2
1
1
1
1
2
2
2

3
158
36
8
7
4
10
18
56
164

人情報保護法、インサイダー
セガサミー
ホールディングス 取引防止）
グループ役員

的なモニタリングを実施していきます。

コンプライアンス研修
職位就任者

グループ行動規範の周知徹底

対象

コンプライアンス研修
セガ

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、

法令研修

実務担当者

下請法研修

外注部門

新人開発者研修
コンプライアンス研修

新入社員

コンプライアンス研修

中堅社員

コンプライアンス研修

リーダー

情報管理／決裁・契約研修

管理職

とあわせてすべての内容を掲示し、携行に便利なように毎年の社

新任取締役研修

新任取締役

員手帳とともに「CSRの手引き」を配付しています。

コンプライアンス/

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、

また、2011年度には新たに「グループ行動規範」について、ス

サミー

サミーネットワークス

トーリー漫画を使用する等親しみやすい記事を連載して社員の啓

個人情報保護研修

セガトイズ コンプライアンス研修

発に努めました。

タイヨーエレック

コンプライアンス委員

新入社員研修

新入社員

新任管理職研修

管理職

中途社員研修

中途入社社員

役員コンプライアンス研修

取締役、監査役、執行役員

個人情報保護法、メンタル

経営者層

ヘルス、過重労働防止、情

業務管理層

報管理

一般社員層と契約社員層

新入社員研修（コンプライア
トムス・エンタ ンス全般、ＣＳＲ、内部統制、個
テインメント
人情報保護法、インサイダー

新入社員

1

3

著作権法制度研修

製作本部と希望者

下請法遵守研修

製作本部

交通安全講習研修

製作本部

1
1
1

46
19
24

取引防止）
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「グループCSR憲章」の精神に則って、グループ内・社内での自

安全保障貿易管理

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、外国為替及び外国貿易法

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）
を

（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

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窓

任部門を設け、貿易管理に取り組んでいます。
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

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、是正

新人コンプライアンス研修

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

イントラネットにも、
「グループ経営理念」や「グループCSR憲章」

回数 人数（のべ）

新入社員研修（コンプライア

務上の問題点、職場環境の実態等をアンケート形式で問う「コンプ
ライアンス意識調査」を実施しました。この調査・分析結果を参考と

公益通報制度

2011年度コンプライアンス研修の実施実績（グループ各社）

るために、役員および従業員のコンプライアンスに対する意識、業

範」の遵守に取り組んでいます。

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。
今後は、制度施行以来5年が経ったことを受けて、あらためてイ

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。
会社規程の整備や社員向け研修の実施、イントラネットでの情

ントラネット等で制度の周知を図るとともに、引き続き従業員にとっ
て利用しやすい制度への見直しを行っていきます。

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

インサイダー取引防止への取り組み
ホールディングスでは、役員および社員によるインサイダー取引

果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
しています。

防止のため、
「セガサミーグループインサイダー取引防止規程」を

また、輸出を行うすべての企

制定しています。法令が定める売買規制に関する事項を記載し、あ

業に適用される「輸出者等遵守

わせて役員、社員による自社株式等の売買について事前の届出義

基準」に対応し、輸出実績のあ

務を定めることにより、インサイダー取引発生の未然防止に努めて

るセガグループ各社についても

います。また、イントラネット等によりインサイダー取引規制に関す

実態に即した貿易管理体制を構

る情報を適宜発信する等、役員および社員の意識が高まるよう、各

築、維持しています。

種施策を実施しています。
2011年度からは、日本証券業協会のJ-IRISSに当社役員情報
を登録し、不測の事故や意図しない不公正取引等、金融商品取引
等による法令違反の未然防止を図っています。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
及びその整備状況について
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
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

買収防衛に関する事項

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

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

機関と連携して組織的に対処します。

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

なお、グループ行動規範では、
「反社会的勢力・団体・個人からの

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に

不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応し、利益の供与を行

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。

わないだけでなく、一切の関係を排除する」ことを宣言しています。
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コンプライアンス／リスク管理

知的財産に関する基本方針

お客さまと
ともに

災害発生時の緊急対策

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

セガサミーグループでは、会社規程として「危機管理規程」を制

重要な要素、かつ企業経営を支える重要な経営資源であると位置

定し、経営活動に潜在するリスクを特定し、平常時からリスクの低

づけ、グループ会社ごとに方針を掲げて取り組んでいます。

減および危機の未然防止に努めるとともに、重大な危機が発生し

セガでは、各部門に知的財産推進委員を置き、知財意識の啓蒙・

た場合の即応体制を整備・維持しています。

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侵害

また、2011年３月11日に発生した東日本大震災を受けて、災

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に

害発生時等の人命保護等有事に備えるもの、リスクが顕在化した

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

際の危機発生時のあり方等、事業継続の観点から緊急対策のさら

持・向上のために模倣品対策等も実施しています。

なる強化、組織力の向上に努めています。

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。

グループ行動規範

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

「安全・高品質」
「顧客の満足」

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

「適正な取引関係」
「情報開示」
「クレーム・通報」

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。

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

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。

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。

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。

情報セキュリティの強化
セガサミーグループでは、お客さまの情報をはじめ、経営情報や
営業情報等すべての情報を重要な財産と捉え「情報セキュリティ
ポリシー」および「情報管理規程」において、企業秘密やその他情

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。

サミー営業所における自衛消防訓練

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。

Topics

サミーでは東京支店取りまとめによる年一回の自衛消防訓練が、東

報の適正な取り扱いと管理方法を定めています。2009年度から

京支店と５つの営業所（東京、横浜、千葉、静岡、八王子）で実施さ

はグループ各社の担当者による情報共有の場を設け、グループ全

れています。
２０１１年に発生した東日本大震災における教訓を踏ま

体での取り組みを一層強化するための施策を話し合う等、情報管

え、一時避難場所への「避難訓練」のほか「通報訓練」、
「防災

理体制の強化に向けた取り組みを進めています。

リュックの点検」、
「消火訓練」等、例年以上に力の入った訓練を行
いました。

個人情報の保護
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
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
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います。
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
人情報の適切かつ安全な取り扱いに努めます。
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ⒸSEGA

お客さまとともに

夢と感動をお届けする製品・サービスの提供

行うことで、製品やサービスの安全および品質の維持・向上を確保する品質マネジメント体

ビス品質の向上につなげています。
また、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、保守・補修・パーツ等の
アフターサービスや物流機能を担うセガ・ロジスティクスサービスと社内対応部門が品質

ガイドラインに準拠した製品づくりにより、安全管理を徹底しています。具体的には、各種

問題に関する傾向分析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

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

バックし、改善へ向けた取り組みを行っています。

を行う等、適切な段階で検討・検証・管理を遂行し、これまでの反省も踏まえ品質状況の見
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、タイムリーな製品提供を可能
とする体制を整備しています。

ユーザーサポート窓口
家庭用
PCゲーム
ゲーム窓口
窓口

セガへのご意見

AM機器
窓口

サイト管理者への
お問い合わせ

AM施設
窓口

VOC (Voice of Customer)
運営

営業

開発

品質保証

経営層

…etc

※JMS:日本マルチメディアサービス（株）

お客さまの満足を追求した体制整備とサービスの工夫
コンシューマ事業では、面白さを実際に納得して購入いただけるよう店頭実演の機会を
増やす等、販売店の皆さまとともに、地域密着の営業体制で取り組んでいます。アミューズ
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売支援システムを構築

築を図っています。なお、
ドバイのセガリパブリックにおいては、年1回のメンテナンス監査

し、お客さまのニーズにマッチした製品を迅速にご提供できる体制を整えています。ア

を実施しています。

ミューズメント施設事業においては、お客さまの満足を最優先に考えた接客やお客さまを飽

※ JAMMA：一般社団法人日本アミューズメントマシン協会

きさせない工夫を追求したサービスの提供を目指し取り組んでいます。
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や、必要なスキルを身

パッケージはタイトルや内容をわかりやすく適切に
表示し、説明書やデジタルマニュアルは購入後の楽
しさの手助けとなるよう努めています。

WEB

セガ公式サイト

改善活動

海外においては、2010年から品質保証状況を調査し、現地に合った品質保証体制の構

製品やサービスの表示とラベリング

メール

プライズ
窓口
SEGA

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体（JAMMA※）の定める

える化等の管理強化を図っています。また、開発から生産・販売までの品質・納期にかかわ

お電話

ポート窓口を設置するとともに、お客さまの声を社内に届ける専門の部隊（Ｖｏｉｃｅ of
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信し、製品およびサー

お客さま

Hot Voice!

※

制を強化しています。

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ため、ユーザーサ

JMS

独立した一括管理の品質保証部のもと、品質保証規程に基づいた徹底した品質保証を

お客さまの声にお応えする仕組み・体制
製品・サービスへ反映

製品・サービスの安全と品質保証

お客さまサポート体制の充実

に付けるための社員教育にも力を入れているほか、お客さまの声を開発・施設運営部門へ

製品パッケージや取扱説明書をはじめとしたツールは、お客さまに安心して製品やサー

フィードバックし改善することで、あらゆるお客さまに優しく、安全で楽しい製品・サービス

ビスをご利用いただけるよう、説明法規制（PL法等）や業界団体が定めるガイドライン、社

のご提供を常に目指しています。今後も常に先進的な製品を提供し続け、市場の活性化と

内規程に準じて、わかりやすく適切に表示・表現することを徹底しています。また、各種製品

お客さま満足の追求を図っていきます。

「セガ公式
Topics
Ｆａｃｅｂｏｏｋページ」を開設
２０１２年７月５日よりソーシャルネット
ワーキングサービスＦａｃｅｂｏｏｋ内に
「セガ公式Ｆａｃｅｂｏｏｋページ」を開設
しました。セガはソーシャルメディアを
通じて、お客様の声を聞き、より密接
なコミュニケーションを図ることで、よ
り良い製品・サービスの提供の実現を
目指します。

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極的に取り組んでいます。
アミューズメント機器やアトラクションにおいては、それぞれに利用規定を定め、ガイド
ブックや掲示によるご案内を行っています。

社員教育の充実
ゲーム内容のチェックが主な業務のＣＳ業務部では、単純に不具合を発見し報告するの

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択できるよう、1994

みではなく、開発部門へ的確なフィードバックを行うことが望まれます。そのため、コン

年に国内コンシューマ業界で唯一、倫理についての規程を定めた審査組織「テレビゲーム

ピューターの基礎知識と技能を習得し、発生した障害の原因を特定できる能力を身に付け

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

るために、
Ｉ
Ｔパスポートの取得を奨励しています。

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、後に発足したコン
シューマゲームソフト業界団体（CESA※1／CERO※2）発展に寄与すべく、規程や活動実
績情報を提供してきました。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
CERO

パッケージによる
セガ独自の自主表記

実で迅速な対応を行っています。また、恒久的再発防止までを迅速に行うための体制強化

基づき、対象年齢表示を実施するほか、当社が独自で設定する自主基準の表示も行ってい

も図っています。情報開示については、ダイレクトメールや業界紙を通じて速やかに行い、

ます。

必要に応じて専用窓口を設置する等して、アミューズメント施設運営事業者さま、ユーザー

※1 CESA：一般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

さまの不利益を最小限に抑えるよう努めています。

お客さまに安心して商品を選んでいただくために

西村 尚志

製品・サービスが起因となる品質問題が発生した場合は、その規模や種類に応じて、確

従った表示を行っています。日本国内においては、CEROが実施するレーティング制度に

CEROのレーティング制度に基づく対象年齢表示と
当社独自の自主基準の表示

株式会社セガ
研究開発ソリューション本部 CS 業務部

品質問題発生時の対応と情報開示

なお、2011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。

大切にしていただける商品をお届けしたい

ゲームソフトのパッケージや取扱説明書などのデザインを担当する私は、お客さまにきちん

小さい頃からぬいぐるみが大好きで、ＵＦＯキャッチャーでとったぬいぐるみは今でも大切に

と内容をご理解いただいた上で楽しんでいただくために、その商品の遊び方や演出の部分

部屋に飾っているほど。そんな私は今、ぬいぐるみをはじめとしたプライズ商品の企画・開発を

を、常にお客さまの目線に立ってわかりやすく伝えることを大切にしています。また、遊びの提

担当しています。企画をする上では、常にお客さまが求めているものは何か、アンテナを広げ

案が増え、ゲームソフトの内容や表現が多様化する中、お客さまが安心して商品を選べるよう

ながら、
「このアイテムが欲しい！」、
「大切にしたい」という気持ちが生まれ、笑顔に繋がる商

に、各国の倫理審査結果に基づいた表示も行っています。私たちはお客さまに納得の上で楽

品づくりを心掛けています。これからも、お客さまがＵＦＯキャッチャーを覗き込んだ瞬間に、思

しんでいただくことが必要と考えています。今後も、遊びの世界に入る前の手助け役、遊び方

わずプレイをしたくなる商品を企画し、お届けしていきたいと思います。

で迷った時の道案内役となれるようなツールづくりを目指します。
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株式会社セガ
マーチャンダイジング部

前野 伶
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心に残るサービスをお届けするための
アミューズメント施設スタッフ研修
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お客さまとともに

夢と感動をお届けする製品・サービスの提供

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、グループ会社である日本マルチメディアサービス

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。それはユーザーの皆

ホールの皆さまへの対応としては、2005年12月より、他社に先駆けて今までパチンコ・

さまに心から楽しんで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

パチスロ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

足であると考えているからです。

マーサポート体制を構築し、サービスを開始しました。2006年10月にはサミー内にカスタ

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「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ます。

マーサービス部を新設し、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

Topics

お客さまへタイムリーに対応可能な製
品供給体制を整備するため、新工場
を新設しました。また、併せて生産台
数の増加等に適応した製品保管能力
の整備、ならびに製品・部品の管理機
能集約による生産流通体制の効率化
等を目的に、新工場隣接地に流通セン
ターも新設しています。
（２０１２年９月
より操業開始予定）

魅力的な製品を提供するための体制の整備
ユーザー・ホールの皆さまとの接点である営業部門と開発・生産部門の連携強化を図り、一

価を吸い上げる仕組みを導入し、
「必然性あるヒット商品」の開発・供給を追求しています。

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

CS推進委員会による
対策会議実施

また、サポート体制のさらなる向上に向けて、ホールの皆さまを対象に満足度調査を実施

経営および開発・営業・生産等
関連部門への報告

足」
「満足」と回答された方が全体の約７割となりました。今後も、より充実したサポート体
制を構築し、お客さま満足度の向上を目指します。

カスタマーサポートセンターの利用に
関する満足度調査の結果

正確で適切な情報開示と製品表示

普通

機種ごとに3部門の主要メンバー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外部の意見・評

お電話 メール WEB

【お客さまからのご意見】

を図るとともに、お客さまの様々なご要望にお応えする体制を強化しました。
しています。2011年度の結果は、カスタマーサポートセンターの利用について「非常に満

新工場および
新流通センター

ホールの皆さま ユーザーの皆さま

製品・サービスへ反映

（JMS）
と連携し、専門の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。

お客さま
お問い合わせ内容の
フィードバック

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、

お客さまの声にお応えする仕組み・体制

ご相談に応じた対策の実施
およびフィードバック

お客さま満足の追求

お客さま対応の充実

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、パチンコ・パチスロを心から

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

楽しんでいただけるようなツールを通じて製品をご紹介しています。また、一部市場に流布

応できる人材を育成するために、サミーの出資するG&Eビジネススクールにおいて、エン

している根拠の無い不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

タテインメント全般に関する幅広い知識を習得させるための研修を行う等、教育体制の整

の対策を図っています。

非常に満足

22.1%

30.1%

満足

47.8%

備も図っています。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製品や
サービスを提供できる体制の強化に努めます。

製品・サービスの安全・品質保証
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りお客さまの満足を得ると

市場ニーズやお客さまの声を活かしたものづくり
市場やお客さまのニーズを的確に把握するためのマーケティングを重視しています。

いう考えのもと、安全で良質な製品・サービスの提供を徹底しています。2009年度から、
JIS規格をもとに、サミー独自の試験項目を定め、市場に対して不具合・不良品を出さない

ユーザーの皆さまに対しては、WEBアンケートやグループインタビュー、商品評価アンケー

よう、開発段階と量産段階においてそれぞれ評価試験を行い、検査結果を迅速に開発部

トを実施し、遊技開発に活かしています。また、ユーザーの皆さまの潜在的なニーズを探る

門にフィードバックすることで不良率の低減に努めています。

ために、プレースタイルや遊技志向を軸にした切り口での探索も行っています。ホールの皆

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、

さまについては、積極的なコミュニケーションとともに定期的な「ホール向けアンケート」を

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

実施することでニーズを迅速に捉えています。また、カスタマーサポートセンターにいただ

基準を満たすよう改善指導を行っています。

サミープレミアム
メンバーズサイト

Topics

ホールの皆さまへ有用な情報をタイム
リーにお届けするために、専用のメン
バ ー ズ サ イトを 運 用し て います 。
2011年度は、遊技機のサービスマ
ニュアルを本サイトからも閲覧できる
ようにする等、お客さまの利便性の向
上を図りました。

いたホールやユーザーの皆さまからの声についても、担当部門が収集・分析し、開発部門に
迅速なフィードバックを行っています。

不正防止対策と品質問題発生時の対応

より多くの方に楽しんでいただけるサービスの開発

続的に市場情報の収集を行う等して不正に強い機械づくりに取り組んでいます。

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、不正対策室を設け、継

パチスロと携帯サイトが連携した新サービス

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ています。携帯サイト

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

とパチスロが連携したこれまでに無かった全く新しいサービスの「マイスロ」はその一つ

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

で、現在では130万人（2012年7月現在）
を超えるユーザーの皆さまに支持をいただいて

としています。

います。

ドキドキ・ワクワクする時間をお届けするために

サミー株式会社 執行役員
研究開発統括本部 ＰＳ研究開発本部

星野 歩

良い製品を１台でも多くお届けしたい

「ドキドキ・ワクワクする時間をお届けしたい」、この想いをかたちにするため、私たち開発陣

私たちがお客さまにお届けしたいものは、“良い製品”です。“良い製品”とは、ホールの皆さ

のベクトルは、常に自由な発想で新しいもの、面白いものを創造することに向いています。こ

まが元気になる製品、ユーザーの皆さまに心から楽しいと思っていただける製品です。私たち

れは、常に新しい遊びを創り出してきたサミーのものづくり力の源泉であり、不変の遺伝子と

は、製品という形のあるものを提供していますが、本当に提供したいものは元気であり笑顔、

言えます。今後も、パチンコ・パチスロが身近で手軽に楽しめる娯楽として、たくさんのお客さ

そしてそこから生まれるお客さまの満足です。そして、このお客さまの満足が、私たちへの期

まに愛されるように、サミーだからできる、サミーにしかできないものづくりを追求していきま

待や信頼へとつながり、私たちもまたその期待や信頼に応えようというパワーの源泉へとつな

す。そして、市場の活性化、業界全体の持続的な発展を思い描きながら、お客さまの裾野を広

がります。私たちは、これからも“良い製品”を１台でも多くお届けすることで、お客さまの期待

げる取り組みも進めていきたいと考えています。

に応え、信頼関係をさらに深めていきたいと思います。
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石橋 利明
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サミー株式会社
営業本部 福岡支店 支店長
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お客さまとともに

株式会社セガトイズ

タイヨーエレック株式会社

製品の安全と品質保証

遊び心と独創性をもって、お客さまの満足を追求しています

玩具の開発・製造・販売を行っているセガトイズでは、
「お客さま重視」と「製品安全の確

サミーとともにパチンコ・パチスロ事業を展開するタイヨーエレックは、遊び心と独創性

保」を経営の最優先事項に掲げ、製品安全に関する基本方針に基づいた自主行動計画を

に溢れるメーカーとして、お客さまの期待を超える製品づくりを目指しています。製品づくり

策定・推進し、製品の安全確保と品質保証に努めています。製品安全を確保するため、常に

においては、お客さまのニーズを徹底調査した上での企画立案（マーケティング）、新規性

適正な品質管理を行うとともに、社団法人日本玩具協会の玩具安全基準・玩具安全マーク

への積極的な挑戦（チャレンジ）、革新的要素（イノベーション）
をコンセプトに、すべての部

制度を活用しています。また、玩具は幅広い層のお客さまが使用することから、製品に含ま

署からアイデア・企画ができる制度を設け、全社一丸となって魅力ある製品づくりができる

れる物質について食品衛生法等に基づいた品質基準を定め、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）の使

体制を整えることで、お客さま満足を追求しています。

用を一切禁止する等、より厳しい自主基準を設けています。なお、製品中に含まれる有害
蛍光Ｘ線分析装置

物質等の検査体制を強化するために、蛍光Ｘ線分析装置や赤外線分析装置による検査も
徹底しています。
その他、製品を安全にご使用いただくために、取扱説明書や製品本体等に誤使用や不
注意による事故の回避に役立つ注意喚起や表示を行っています。

日本マルチメディアサービス株式会社
お客さま視点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本マルチメディアサー
ビスでは、
「サービス・品質方針 “Heart and Science”」を制定し、サービス品質の向上

共遊玩具や知育玩具への取り組み

に向けた取り組みを強化しています。お客さまのご要望を改善に活かすための月例報告会

セガトイズでは、たくさんの皆さまに玩具で遊び、楽しんでもらうために共遊玩具や知育
玩具への取り組みを積極的に進めています。

上のために業務プロセスごとの年度目標、数値目標を設定し、
１年に１回のモニタリング

共遊玩具とは、目や耳の不自由な子どもたちも一緒に楽しく遊ぶことができるように配
注意喚起の表示

を設け委託先さまと課題や改善事項を共有しているほか、オペレーターのサービス品質向
（SV評価）
を実施し、継続的な品質の向上に努めています。

慮された玩具のことで、当社では、商品の企画・開発段階から形状や音等への工夫を盛り

また、お客さまに安心してコールセンターやカスタマーサポートのアウトソーシングをご

込むようにしており、現在では8点の共遊玩具を販売しています。なお、日本おもちゃ大賞

依頼いただけるよう、災害リスクと事業継続計画（BCP）の観点から、立地・設備を検討し、

２０１２では共遊玩具部門において、
「おいか

耐震性・非常用電源装置の整ったコールセンターをご用意しています。今後も常により良い

けっこアンパンマン」が優秀賞を受賞しました。
また、知育玩具では、
「アンパンマン 英語も

©やなせたかし/
フレーベル館・TMS・NTV

仙台オフィス コールセンター

サービスを提供するために、お客さま視点での業務改善活動を行っていきます。

しゃべるよおしゃべりいっぱい！ ことばずかん
ＤＸ」が、エデュケーショナル・
トイ部門において
同様に優秀賞を受賞しています。
©やなせたかし/
フレーベル館・TMS・NTV

一歩前に踏み出す勇気や元気を伝えていきたい

株式会社トムス・エンタテインメント
執行役員 制作本部

久保 雄輔

株式会社セガトイズ
国内 TOY 事業部 アンパンマン MD 部

田島 紫内子

一人でも多くの方に、楽しんでいただきたい

「それいけ！アンパンマン」というアニメーション作品の制作を通じて、私たちは子どもたち

「とにかく一人でも多くの方に、一分一秒でも長く楽しんでいただきたい」、これは開発に携

に笑顔や勇気をお届けしたいと思っています。作品づくりにおいては、大人が子どもと一緒に

わる私たちの想いです。普段も、街を歩いている時、食事をしている時、日常生活の何気ない

楽しむことができる作品、見たことで何かを感じ取ってもらえる作品づくりを心掛けています。

ワンシーンでも、そこにある楽しみや喜びなどの要素を「初心者や女性の方には、こんな遊び

子どもたちに愛されてきたアンパンマンは今年で２５年目を迎えます。私たちはこれからも、ア

の形のほうが面白いのではないか」、
「こんな演出があったらワクワクドキドキするかな」など

ンパンマンが変わらず子どもたちに愛され続けていくよう支えていくとともに、この作品を通

と、ついパチンコに置き換えて考えてしまうほどです。これからも、これまで支えていただいた

じて、子どもたちに一歩前に踏み出す勇気や元気を伝えていきたいと思います。そして、世の

多くのファンの皆さまやホールの皆さまの期待を超える製品を開発し、業界全体のファンを増

中にたくさんの笑顔が増えることを心から願っています。

やせるように、新たな遊びの形を探究していきたいと考えています。

おもちゃを通じて、子どもたちに“ときめき”を届けたい

お客さまと作り手の思いを交流させる架け橋を目指して

瀬谷 聡

文化や言語、年齢、性別が違っても、おもちゃを通じて、コミュニケーションが生まれること

お客さまからお問合せをいただくということは、主にお客さまと作り手の思いに差異が生じ

があります。また、子どもの頃にどんなおもちゃで遊んでいたかなどの会話を通じてコミュニ

ていることが根底にあります。私たちお客さまサポートの役割は、その差異を埋めるべく、お客

ケーションが深まることもあります。このように、おもちゃには無限の可能性があることによく

さまの心の中にある思いを共有し、問題や不便が生じた根底の原因を探り、それを作り手に

気づかされます。私はおもちゃづくりを通じて、子どもたちに“ときめき”を届けたいと思ってい

しっかりと届けることで、お客さまの満足を創り出すことであると考えています。私たちはこれ

ます。大人になり、子どもの頃に気に入っていたおもちゃを思い出す時、当時の嬉しかった気

からも、“お客さまにとってのサービスとは何か”を常に考え、お客さまと作り手の思いを交流さ

持ち、その頃の匂いや音、風景なども一緒に思い出せるような、そんな印象的な“ときめき”を、

せる架け橋として、両者の思いをつむぎ続けていきたいと思います。そして、関わるすべての

これからもずっと届けていきたいと思います。

皆さまの満足を追求していきたいと思います。
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日本マルチメディアサービス株式会社
オペレーション本部

佐藤 大輔

36
With Customers

タイヨーエレック株式会社
研究開発本部 プロデュース推進部
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お客さまとともに

株式会社セガ ビーリンク
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
「Bee」
「BeeRUSH」
「KABURA」のエンタテインメントダイニングバーを運営するセ
ガ ビーリンクでは、より多くのお客さまに笑顔と感動を提供するために、日々サービス・お

お取引先と
ともに

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。

店づくりに努めています。
また、女子会、バースデイ、歓送迎会、ブライダル２次会等のパーティーにご利用いただく
『セレヴィ』は、クイズや占い、ゲスト生写真とテレビ番組のようなＣＧを組み合わせた豊富
なプログラムで、パーティーが盛り上がること必至！
もちろんダーツを介して、お客さま同士をつなげる笑顔と元気あふれる接客と、お客さま
のニーズを先取りしたサービス・空間を創造し、今後もお客さま満足を追求していきます。

『セレヴィ』
を利用したパーティー

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

お客さまと一緒に楽しめるお店づくりを目指します
お客さまの笑顔が私たちのエネルギーの源泉であること、そして、お客さまをはじめ、たくさ

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。

んの方々の支えとつながりがあって私たちは成り立っていることを、震災を経て改めて実感し

グループ行動規範

ました。
「つながりを大切に すべての人に喜びを」、これは、セガ ビーリンクが掲げる経営理
念の一つであり、私が最も大切にしている言葉です。私たちはこれからも、お客さまに足を運
んでいただけることに感謝し、お客さまに心の底から楽しんでいただき、また来たいと思って

株式会社セガ ビーリンク
Bee 仙台店

いただけるような接客やサービスを追求し、お客さまと一緒になって元気になれる、そして楽
しめるお店づくりを目指していきたいと思います。

上杉 幸治

「公正な関係」
「公平な選定」

「接待・贈答」

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。

フェニックスリゾート株式会社が
グループの一員に
日本有数のリゾート施設「フェニックス・シーガイア・リゾー
ト」を経営するフェニックスリゾート株式会社が、
２０１２年
３月２６日付でセガサミーグループの一員となりました。

フェニックス・シーガイア・リゾートでは、アジアＮｏ.1のスポーツエ
ンタテインメントリゾートを目指す「ＭＯＶＥ Ｉ
Ｔ
！ プロジェクト」を推
進しており、これまでダンロップフェニックストーナメントやシーガイアトライ
アスロンをはじめ、様々なスポーツイベントを開催。また、将棋や囲碁の大会
の実施、音楽祭への協賛など、ココロやアタマを動かす企画やプログラムづ
くりにも力を入れています。これらの取り組みは、県内各地域と連携して実施

11キロ、約７００ヘクタールという広大な黒松林の中に、

しているものが多く、私たちはシーガイアを通じて宮崎県の魅力を、国内外

入る日本最高峰のゴルフ場、日本最

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等の個人
的利益の追求を行いません。

カラダ、動かせ。ココロ、動かせ。アタマ、動かせ。
「ＭＯＶＥＩＴ！プロジェクト」

宮崎県宮崎市の東岸に位置する太平洋に面した南北約
世界品質のホテル＆スパ、世界トップ１００に

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。

へ発信する役割を担っていると思っています。宮崎ならでは、そし
てシーガイアでしか体験できない商品づくりにこだわっています。
フェニックスリゾート株式会社
マーケティング部
ＭＯＶＥＩ
Ｔ！営業課

大級の国際会議場、多彩なレス
トラン＆アクティビティー施設等

門村 公夫（写真左）
川越 美希（写真右）

が揃い、極上のリゾートステイ
を提供しています。今後は、グ
ループシナジーを発揮すること
でリゾートの価値向上を図り、
アジアＮｏ．
１のスポーツエンタ
テインメントリゾートを目指して
いきます。
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ⒸSammy

お取引先とともに

公正な取引の徹底

お取引先とのパートナーシップの強化

公平・公正な取引

サプライヤーミーティングの実施

グループ行動規範に基づき儀礼廃止や金品の贈与、接待等を行わない旨をお取引先に書

お取引先とのパートナーシップの強化を図るために「サプライヤーミーティング」を実施

面で通知することで、取引関係の清廉性の維持を表明しています。また、グループコンプラ

しています。2011年度は、主要なお取引先156社217名の方にご参加いただき、生産調

イアンス体制の一環として、管理職や一般社員を対象に、各種セミナーを開催し、その中で、

達の方針説明をはじめ、欧州REACH規則やLED照明の機器への導入状況等、業界動向

お取引先との公平・公正な関係保持や、清廉性の維持に対する認識強化を図っています。

についての情報共有を図りました。
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

調達方針の制定
ＡＭ資材調達方針

品を提供できるよう、お取引先との連携強化に努めます。

アミューズメント機器事業においては、2011年度に「調達方針」を定めました。本方針
は、公平・公正な取引により、お取引先との相互繁栄を目指すことを基本姿勢とし、お取引

検査員認定制度

お取引先アンケートの実施

＜基本姿勢＞

先の評価・選定基準については、グループ行動規範に基づいた考えを取り入れて、コンプ

1. 当社のＡＭ資材調達活動にあたる
全ての社員は、法令・社会規範検
査員認定制度を遵守し、
「セガサ

ライアンス、品質、安全性、信頼性、環境保全、情報セキュリティ、労働安全衛生等に配慮

アンケートでは、お取引先の現状を把握するとともに、公正な取引が行われているかどうか

した取引の実施に努めることを明記しています。

等の取引状況も確認しました。今後は、この結果を事業活動に反映し、お取引先との良好

社内規程に則り良識ある行動をし
ます。
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。
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。

2011年度に新たにお取引先アンケートを実施し、104社からご回答をいただきました。

なパートナーシップの構築を目指します。

ミーグループ行動規範」及び各種

定については、継続的な管理結果を含め、複数部門で審査を実施し、最終的な総合評価
データから適正・適切であるかの公正な判断を行っています。

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サイトを設けると
ともに社内教育を適宜実施しています。

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

知識、具体的な検査手法を学んでい

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。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

下請法遵守体制の強化

Topics

査員教本」に基づき検査員の心得や

お取引先評価と管理
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を実施しています。評価・選

サプライヤーミーティングの様子

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

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

情報をタイムリーに確認できるようになった」等の声をいただいた一方、改善への要求も

本も発行してい

ありました。

ます。

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
上を図ることで、業務改善を進めていきます。

2011年度は、業務上、下請取引が発生する部門を中心に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。

生産パートナーとの協働

お取引先監査の充実

の連携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ために欠かせませ

自社に製造工場を持たないファブレス型の生産体制の当社にとって、生産パートナーと
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、継続お取引先についても
年1回の工場監査を実施し、品質の安定につなげています。監査結果はお取引先に通知す

社内イントラネットへ開設している
下請法専用サイト「下請法Web」

ん。そのため当社では長年、生産パートナーと製品の安全や品質向上、生産効率の向上に
向けた協働の取り組みを行っています。

るとともに、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

具体的には、当社の生産部員が生産パートナーの工場を定期的に訪問し、品質管理体

施等改善をお願いしています。これまで長年にわたり、このような取り組みを続けてきたこ

制の確認や生産効率の向上のための組み立て指導等を行っています。また、生産パート

とで、生産パートナーの意識が高まり、安定した品質を維持しています。

ナーの工場において、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ます。

良いものを創るために、互いに提言し合える関係に
ファブレス型の生産体制のセガにとって、生産パートナーである協力会社さまとの連携は欠
かせません。機器の生産過程では、予定通りに物事が進まないケースもありますが、そのよう

株式会社セガ
ＡＭ生産調達本部 調達部

山口 操

工場の組み立て風景

生産パートナーからのメッセージ
セガ社とは、当社創立の１９８２年からお取引を開始させていただいております。現在では、
主要工場の一つとして、お客さまに安心・安全な高品質の製品を提供するために、ともに品質

な時に必要なのが互いの信頼関係だと思います。そのため、私は日々こまめな情報共有を図

向上や生産効率の改善、環境保全等に取り組んでおります。昨年の東日本大震災では、当社

ることで信頼を積み重ねることを心掛けています。私たちは、お客さまに夢と感動を提供する

も被災いたしましたが、その際に頂戴した支援等には深く感謝しております。

ことを目指しています。この目的を協力会社さまと常に共有し、良いものを創るために互いに

今後は、さらなる品質向上や環境配慮などに関する提言を積極的に行うことで、セガ社とと

問題点や課題などを提言し合える関係を築いていきたいと考えています。そして、協力会社さ

もに成長していきたいと考えています。そして、当社もセガ社の良きパートナーとして、社会に

まとともに成長していくことができればうれしいです。

認められる企業を目指していきたいと思います。
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様

お取引先とともに

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
購買活動全般において公平・公正性を保つこと、お取引先との相互協力・信頼関係を構
築していくこと等を明記した購買方針を定めています。

株主・投資家
とともに

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うなことがあった場合を

With Shareholders and Investors

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。

想定し、お取引先のための「お取引先さま相談窓口」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本部
が対応し、担当役員が責任を持って処理を行います。
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。

取引先選定基準とCSRに配慮した取引の推進
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

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。

従ったお取引先の評価・選定並びに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、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した情報をもとに
適正性を判断し選定しています。なお、新規取引開始の際は、
「清廉性について」の書面をも
とに、直接管理職より関連する内容を説明しています。また、購買取引においては、
「グルー
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

社内イントラネットの活用

Topics

下請法に関する認識が薄れないよう、
常 に 社 内 イントラ ネット（ 下 請 法
WEB）にて定期的に情報発信し、発
注から支払までの事務処理をシステ
ム化することで、人的ミスによる下請

等に配慮した購買活動を行うとともに、サプライチェーン全体での対応も進めています。

下請法遵守体制の強化
下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最重要事項と捉え、

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。

「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。

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。

社内教育の強化を図っています。
２０１１年度は、人事制度上の業務の中枢を担う等級への
昇格者を対象とした研修を４回実施し、
５０名が参加しました。

法違反を防止する措置を講じ、継続的
に同法の遵守と意識向上が図れるよ
う努めています。

お取引先とのパートナーシップの強化
品質向上と業務改善に向けた連携強化
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会を積極的に設けること
で、相互信頼を深めています。2011年度は、二次調達先を含めたお取引先の品質管理等
の状況を調査、掌握することを徹底し、必要に応じて改善をお願いする等、これまで以上に
品質管理の徹底を図りました。今後も、現場・現物・事実の掌握を基本に、お取引先との対話
を重視し、品質向上・業務改善に向けたパートナーシップの強化に努めます。

2010 年に社内イントラネット上に開設した
専門サイト「下請法 WEB」

結束力をレベルアップし、ともに成長していきたい
私たち生産管理部の役割は、いかなる時も柔軟に生産を行うことができる生産計画を策定・
調整することです。そのため、私たちは常に関係部門との情報交換や意思連携を図ることを
心掛けています。昨年は、東日本大震災やタイの洪水など、部品調達が困難となる不測の事態
がありましたが、協力会社さまも含め、関係する皆さまが一つに結束し、互いに協力し合うこと
で柔軟に対応することができました。私は、協力会社さまを含めた結束力が私たちの強みであ
サミー株式会社
生産統括本部 生産管理本部 生産管理部

福澤 勇介

り、成長の源泉であると再認識しました。今後も、さらなる結束力のレベルアップを図り、協力
会社さまとともに成長していきたいと思います。

41
With Partners

SEGA SAMMY GROUP CSR REPORT 2012

42
With Shareholders and Investors

SEGA SAMMY GROUP CSR REPORT 2012

ⒸSammy

株主・投資家とともに

株主・投資家への情報開示
情報開示の基本方針
セガサミーグループは、金融商品取引法、その他法令および東京証券取引所の定める適
時開示規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の情報を幅広

従業員と
ともに

く提供することで、株主・投資家の皆さまからの一層の理解と信頼を得るための活動に努め

With Employees

CSR憲章

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。

ています。
また、法定開示、適時開示規則に該当しない任意開示情報についても、投資家の皆様の
投資判断に影響を与えうるものは、積極的に開示します。適時開示情報並びに任意開示情
報ともに、TDnetにて開示すると同時に、当社Webサイトに開示情報を掲載します。

開かれた株主総会の実践
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。2012年6月の総会には、
1,206名の株主の皆さまにご出席いただきました。今後も、ご意見やご質問をいただきや

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。

すい仕組みづくり、スムーズな運営等を心がけていきます。

グループ行動規範

株主・投資家とのコミュニケーションの充実
投資家情報の充実

Topics

セガサミーホールディングスのアニュ
アルリポートは、日本経済新聞社の「日
経アニュアルリポートアワード２０１１」
の佳作に選出される等、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。
URL

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

コミュニケーション方針
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すると同時に、投資家の皆さまからの経営に対す

「職場環境の整備」

「ハラスメント」
「差別」

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。

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。

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。

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。

る貴重なご意見を収集し、経営へのフィードバックを行っています。

IR活動
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ためのIRインフォメーションセンターを設置してい

人権の尊重と差別の禁止

ます。また、国内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

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、四半期決算に関してはテレフォンカンファレンスを実施しています。

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・

適正な利益還元

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。

株主の皆さまへの利益還元
セガサミー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を基本方針としています。

“線のコミュニケーション”を心掛けています
私たちＩＲ担当の役割は、当社グループの取り組みを株主・投資家の方々に伝えることだけで
はなく、株主・投資家の皆さまとの対話の中で得たご意見等を、経営陣に的確にフィードバック
し、双方向のコミュニケーションを推進し、信頼関係を築いていくことであると考えています。
そのため、私は日頃から株主・投資家の皆さまと継続的な対話の機会を設け、常に情報をメン
テナンスしていくことで、当社グループの取り組みをご理解いただけるよう努めています。今
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

吉井 暢章

後も、有益な情報を適時・適切にわかりやすく伝えることはもちろん、線のコミュニケーション
を図ることで、株主・投資家の皆さまとの潤滑油のような役割を担っていきたいと思います。
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ⒸSammy NetWorks

従業員とともに

社会性の高い人材の育成のために

ワークライフバランスの推進

人事制度・処遇

仕事と家庭の両立支援の拡充

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・役割・成果に応じた評価を
全員に評価者研修を実施しています。

明するほか、育児相談窓口の設置や、子育て情報を交換できる「子育て広場掲示板」の開設

フェッショナル職」のコース選択を可能にしています。そのほかにも社内公募制度を導入す

社情報は、休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います。
さらに、社員が積極的に社会貢献活動に参加することができるようにボランティア休暇
制度も設けるほか、長時間労働の削減や有給休暇の取得促進にも取り組んでいます。

た企業風土づくりに努めています。

育児・介護に関する制度

育
児

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たせ、新入社員研修では「教えてもらう」では無く

育児短時間勤務

有給休暇取得率の推移
平均勤続年数
有給休暇取得率

います。また、社員が自発的に自己啓発を希望する場合は、外部の教育サービス提供者と

34.6％

42.3％

41.3％

介護休業制度
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。

2010年度

2011年度

福利厚生
ループ保養所等、社員がリフレッシュし、仕事への英気を養えるよう、様々な福利厚生制度

例等の紹介を通じて、経営方針や事

を整えています。また、年間一定のポイントを付与し、ポイント範囲内で様々な形でのサー

多様性と機会均等

業戦略を社員へ伝えるとともに、今後
の業務や考え方に役立つ情報を提供

ビスを利用できるセガマイレージ制度（カフェテリアプラン）や財産形成の目的に応じた財

多様な人材の活用と採用

しています。

形貯蓄制度等も設けています。

多様な雇用形態があり、性別・国籍等の区分けの無い採用・雇用を行っています。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等、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、入社3ヶ月経過時点で勤務評定・人事面談を行い、配属先

労働災害発生件数の推移

労働安全衛生

2009年度

健康管理・増進体制の強化と労働安全の取り組みの推進

でのフォローに活用するほか、以降の採用の参考としています。

15件
13件
11件
通勤災害発生件数
（うち0件） （うち7件） （うち5件）
47件
46件
28件
勤務内災害発生件数 （うち32件） （うち40件） （うち25件）

定期健康診断の実施や人間ドック受診補助、また家族の利用も可能な健康に関する専門

障がい者や高齢者の雇用

的な窓口（ＥＡＰ）の設置をはじめ、看護師の常駐、および内科、精神科医、保健師への相談

障がい者雇用については、各部門に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、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。また、車椅子昇降機や階
段用手すりを設置する等、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
に対する社内意識の向上にも努めています。

社内イントラネット上で読める社内報「VOICE」

管理職の推移
男性（女性）

2009年度

2010年度

2011年度

49名（12名）

14名（4名）

17名（5名）

合計

61名

18名

22名

男性（女性）

23名（6名）

18名（6名）

71名（2名）

合計

29名

24名

73名

2,320名（341名）

2,135名（288名）

2,130名（280名）

2,661名

2,423名

2,410名

9年8ヶ月

10年7ヶ月

11年4ヶ月

男性（女性）
社員数
（受入出向者除く）
合計
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）内は、アミューズメント施設での発生件数

います。
また、安全衛生委員会を毎月開催し、委員会の議事録を含む安全・衛生にかかわる各種

2009年度

2010年度

2011年度

管理職数

511名

523名

525名

全社員に占める
管理職数の割合

19.4％

20.2％

20.3％

より、社員への注意喚起と周知に努めています。

仕事に夢中になれる環境にやりがいを感じています
仕事に夢中になれる今の環境に、とても感謝しています。学生時代のテーマパークでのア
ルバイトがきっかけで、お客さまを楽しませることができるエンタテインメントの魅力にとりつ
かれました。そんな仕事に関わりたいと思いセガに入社し、これまで主に、東京ジョイポリスの
アトラクションなどの運営に携わってきました。
７月のリニューアルとともにジョブローテーショ

女性管理職数

13名

13名

11名

ンでイベント・プロモーションを任されることになり、これまでにないプレッシャーもありますが

全管理職に占める
女性管理職数の割合

2.5％

2.5％

2.1％

の笑顔をたくさんつくっていきたいと思います。

やりがいと充実感を感じています。今後も好きなことを仕事にできる喜びに感謝し、お客さま
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（

が可能な健康管理センターを設置する等、社員の健康維持・増進を支持する体制を整えて

情報を社内ＷＥＢサイトに掲載しています。なお、安全運転管理委員会の組織設置・監督に

高年齢者再雇用については、それぞれの雇用形態の基準に従い採用しています。

雇用状況の推移

平均勤続年数

2011年度

社員の疲労回復や健康増進を目的としたリラクゼーションルームの設置やセガサミーグ

提携し、適切な教育メニューを受けられるよう努めています。

メッセージをはじめ、社内の具体的事

中途採用数

2010年度

受講に際して受講料の半額を補助する制度や、受験費用の割引を行う制度等を整備して

Topics

社内イントラネットでは、経営陣からの

新卒採用数

2009年度

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。
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

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ために、通信教育講座の

0名（0名） 2名（0名） 0名（0名）
介護休暇 男性（女性）
取得者数
0名
2名
0名
合計

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。
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。

介

組みを導入し、自己理解を深め、自発的に能力開発ができるよう支援しています。

育児休業制度

子の看護休暇

「自ら考える」に重きを置き、会社に依存しない社員を育成しています。
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無く、内省につながる仕

2011年度

を行う等、施策の浸透・拡充に取り組んでいます。また、イントラネットに掲載される最新の会

る等、社員一人ひとり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

教育・研修制度の充実

2010年度

0名
1名
2名
育児休暇 男性（女性） （6名） （10名） （11名）
取得者数
6名
11名
13名
合計

仕事と家庭の両立を図ることができるよう、育児・介護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

を導入し、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かしていく「プロ

イントラネットの活用

2009年度

行っています。この人事制度の適切な運用に不可欠である公正な評価実現のため、管理職
また、社員のキャリア形成支援と強いプロ意識の向上につなげるために複線型人事制度

新任管理職研修

育児・介護休暇取得者数の推移

大屋 勝海
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株式会社セガ エンタテインメントパーク事業部
運営部 東京ジョイポリス
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従業員とともに

障がい者雇用の推進と定年退職者の再雇用

人事の基本的な考え方と雇用状況

障がい者雇用に関しては、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

一人ひとりの可能性を最大限に発揮するために

へ参加し、積極的な採用活動を行っています。その結果、
２０１2年３月末時点での障がい

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、人と組織の成長・発展を目指しています。

者雇用率は、1.94％となっています。
また、定年退職者の再雇用については、
「高年齢者雇用安定法」改正に基づき、
２００６
年より定年再雇用制度を導入、制度導入後現在にいたるまで、希望者全員を最長５年間再
雇用しています。

雇用の状況
2012年3月末日現在の社員数は1,064名で、平均年齢は36.3歳です。2011年は新

安心して働ける環境づくり

卒・中途採用合わせて45名が入社しました。なお、新卒採用者の入社3年経過時の在職率

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

は89％、入社5年経過時でも約87％の水準を保っています。また、女性の採用にも前向き

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

で、入社後は性別にかかわらず公平に評価する人事制度となっています。

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。

働きやすい職場環境づくり

有給休暇取得率の推移
2009年度
有給休暇取得率

56.9％

62.8％

労働安全への取り組み

ワークライフバランスの推進

2010年度 2011年度

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、

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

57.1％

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等、仕事

育児・介護休暇取得者数の推移

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。

2009年度 2010年度 2011年度

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

育児休暇 男性（女性） 1名（6名） 1名（11名） 6名（13名）
取得者数
合計
7名
12名
19名

デー）
を導入しています。その結果、2007、2009、2011年において次世代育成支援対
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います。

介護休暇 男性（女性） 0名（0名） 2名（1名） 0名（0名）
取得者数
0名
3名
0名
合計

育
児

育児短時間勤務
子の看護休暇

介

介護休業制度

護

介護短時間勤務

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）
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。
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。

を行う等、各職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。

2009年度

2010年度

2011年度

2011年度の労働災害発生件数は7件となり、全体の件数は前年を下回っています。
し

通勤災害発生件数

1件

8件

1件

かしながら、勤務内災害の件数が増えていることを受けて、発生した職場では改めて原因

勤務内災害発生件数

1件

2件

6件

を究明するとともに改善策を講じています。
※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。

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。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年度から引き続き、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等、疾病の早期
発見・迅速な対応に努めています。また、休職者が復職する際には、所属長・産業医・人事部

短期介護休暇
（要介護者一人につき年間5日間、二人以上の場合は年間10日間利用可能）
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）

介護休暇

労働災害発生件数の推移

メンタルヘルスケアの推進と健康管理・増進体制の強化

育児・介護に関する制度
育児休業制度

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

が連携を図り、全面的なサポートを行っています。
また、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医・看護師に相談できる体制を整備する等、社

労働時間の適正化

員の健康管理体制の強化に努めています。

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。具体的には、
長時間労働者に対し、問診票配布、産業医面談を行うほか、所属長への労働時間削減へ
の取り組みを促すことの徹底、休日の取得促進等を体系的に実施しています。
管理職の推移

雇用状況の推移

新卒採用数

中途採用数

男性（女性）

2010年度

2011年度

9名（4名）

6名（0名）

14名（2名）

合計

13名

6名

16名

男性（女性）

9名（0名）

15名（1名）

26名（3名）

合計

9名

16名

29名

959名（110名）

943名（105名）

959名（105名）

1,069名

1,048名

1,064名

7年7ヶ月

8年1ヶ月

8年9ヶ月

男性（女性）
社員数
（受入出向者除く）
合計
平均勤続年数

2009年度

2009年度

2010年度

2011年度

管理職数

180名

261名

266名

全社員に占める
管理職数の割合

16.8％

24.9％

25.0％

女性管理職数

1名

2名

2名

全管理職に占める
女性管理職数の割合

0.6％

0.8％

0.8％

家庭も仕事も互いに助け合う思いやりの心が大切
育児休暇を取得し、たくさんの経験や気づき、学びを得ることができました。家庭において
は、家事や育児を一人でこなすことがどれだけ大変なことかを身をもって実感し、改めて妻へ
感謝するととともに、常日頃から助け合うことの大切さを学びました。また、仕事においては、
上司や同僚をはじめサポートいただいた皆さまへ感謝するとともに、普段から互いの仕事を
フォローできる環境をつくっておくことが重要だと思いました。そして、何よりも家庭も仕事も
思いやりの心が大切であることに気づかされました。これからも、妻や同僚が大変な時は、思
いやりをもって積極的にフォローしていきたいと思います。
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跡部 弦太
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サミー株式会社
社長室 秘書室

近藤 厚徳

従業員とともに

働きがいの向上を目指して

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

全社員に「プロ意識」を強く持たせる人事制度

社員の能力開発とキャリア形成を支援しています

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、主体的なキャリア選択を提

社員一人ひとりの自律的な能力開発やキャリアアップを支援することを目的に、2010

供する自己選択型の制度を整備し、
「マネジメントコース」と「プロフェッショナルコース」を

年度から通信教育制度を設けています。通信教育講座修了者に対して、受講料の半額（条

設けて専門性の確立と役割の明確化を図っています。

件により全額）
を会社が負担し、社員が積極的に学習する機会を提供しています。

なお、
２０１２年度から新人事制度を導入します。新人事制度では社員一人ひとりに求め
られる役割を明確にし、その役割に対する成果貢献に応じて適正な処遇を行い、社員のや
る気と成果に報いることでパフォーマンスを最大限に引き出すことを目指しています。

職場の安全と働きやすい環境づくりに努めています
社員の長時間労働の抑制をはじめ、産業医による健康診断結果に対する指導の強化、
職場の５Ｓ
（整理、整頓、清掃、清潔、躾）運動の徹底による災害防止等、社員が安心して働

公正な評価の実現

くことのできる職場環境づくりを整備しています。

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。

日本マルチメディアサービス株式会社
オペレーションスタッフの研修や社員の育成を強化しています

自己申告制度の実施

コールセンターやコンタクトセンター事業を主とする日本マルチメディアサービスは、お

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

客さま対応にあたるオペレーションスタッフの能力向上に向けて、実際の製品を用いた実

（異動希望）
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

質的な研修やその後の理解度を深めるためのフォローアップ研修の充実を図っています。
また、社員の育成を目的に２０１０年度から社外教育支援制度を導入。これは会社が費用

成やチャレンジする意欲をサポートし、より適切な人財配置に役立てています。

の全額もしくは一部負担し社外の研修や教育機関等に通うことができる制度で、
２０１１年
度は計３名が本制度を利用しました。

体系的な教育研修制度の充実
「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
発の機会を提供しています。2010年度以降は、これまで階層ごとに実施していた研修を

ワークライフバランスを推進しています
社員が仕事と子育てを両立させながら安心して働くことができる環境を整えるため、
２０１１

さらに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っています。

年度から次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定し、取り組みを進めていま

階層別教育研修体系

す。さらに、子育てに限定せず個人のライフスタイルの充実を目指し、仕事と生活の調和を

管理職

マネジメントの原理原則の習得

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

経営感覚・ビジネス感覚を養う

図り働きやすい環境づくりも整備しています。

当社と自分自身の強みをフル活用できています
中古ゲーム機販売事業の新規立ち上げとともに、現在の部署に異動し約４年が経過しまし

中堅社員

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

サービスです。この当社の強みを知っているからこそ、お客さまが本当に求めるものに対する

プロとしての意識と自覚を高める

中堅1年目

3日

提案が可能になっています。異動当初は、環境が変わったことで臆することもありましたが、現

次期リーダーとしてのマインドアップを図る

た。異動前は主に、ゲーム機の保守やメンテナンスを担当していましたが、いまその知識と経
験が営業現場で非常に役立っています。当社の強みは、ゲーム機のメンテナンス力とアフター

新入社員

自己のたな卸し、基本姿勢とビジネススキルの振り返り

入社3年目

3日

新人フォロー研修

新人フォロー

3日

新人社員研修

新入社員

1ヶ月

期待される役割の理解と社会人としての基礎力習得

社内表彰制度の実施

在では、お客さまの満足を得ることにとてもやりがいを感じています。今後も当社と自分自身
の強みをフル活用し、新しいことにチャレンジしていきたいと思います。

サミーネットワークスに中途入社し、
５年が経過しますが、働く環境に恵まれていることにと
ても感謝しています。コミュニケーションが取りやすい社風、部下や後輩の成長を支えてくれ
る上司や仲間、グループ会社間の協力。このように安心して仕事に打ち込める環境があるから
こそ、今の私があるのだと思います。今後の目標は、後輩に花を持たせられる先輩になること

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

です。会社が成長するためには、社員一人ひとりの成長が欠かせません。自分自身がこれまで

開発、営業成績等に対し、優れた成果を「社長賞」として表彰するものです。2011年度

上司やグループの諸先輩方に支えていただいて成長できたように、今後は後輩を積極的に
バックアップすることで、会社の成長に貢献したいと思います。
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奥 慎司

安心して仕事に打ち込める環境に感謝しています

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ることを目的に社内表彰

は、8案件、のべ69名が表彰されました。

株式会社セガ・ロジスティクスサービス
営業企画部

小野 斎里
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従業員とともに

株式会社セガトイズ
労働時間の適正管理や社員の能力開発を支援しています
「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年から労働時間の適正管理に取り組んでいま

With Society

CSR憲章

社会とともに
社会貢献

す。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り制で退社を励行する

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。

仕組みを設ける等、時間外労働を削減す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・上長への報告・指摘に
より注意喚起も行っています。
社員の能力開発については、
２０１１年度から英会話教室を開催し、社員が学ぶ機会を積
極的に提供しています。

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、スポーツや芸術等様々な活

株式会社サミーデザイン
現場での安全教育・研修を実施しています

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。

アミューズメント施設をはじめとした商業施設等のデザイン、設計施工までをワンストッ
プで提供するサミーデザインでは、
２０１１年８月に立ち上げた安全衛生委員会のもと、現
場の安全衛生の確保に努めています。
現場事務所での安全教育

施工現場では、定例会議の中で、安全な労働環境の維持・向上を図るために、お客さまを
含めたパートナー（施工会社・職人）向けの安全教育・研修を実施しているほか、
２０１１年度
から労働環境および品質管理を確認するために、安全パトロールを実施しています。
また、同じ事故や不手際を二度と起こさないために、現場での事故や不手際等の事例を
まとめた品質向上レポートを作成し、全社員参加のもと毎週１回の朝礼で情報共有を図り、
安全に対する意識と知識、品質の維持・向上を図っています。

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・スポーツ等の
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。

マーザ・アニメーションプラネット株式会社
震災復旧復興支援活動

世界で活躍できる人材を育成するために、新人事制度を発足

東日本大震災復旧復興支援活動については、Ｐ１９-２０に

「最高の物語を、世界中の子どもたちへ」というビジョンを掲げ、主にグローバルCGアニ

まとめてご報告いたしました。

メーションの制作を手掛けるマーザでは、世界で活躍できる人材を育成するために、
２０１１
年度より新たに人事制度を発足し運用を開始しました。新人事制度（プロフェッショナル人
事制度）は、社員に求める役割やスキルを明確にし、それにより得られた成果を適正に評価
することで、社員が持つ能力を最大限に引き出し、全社員が最高のパフォーマンスを発揮
できることを目指しています。今後は、運用する中で生じた課題等を随時改善するととも
に、社員が働きやすい環境の整備等も積極的に進めていく予定です。

世界を舞台に活躍するために
人事制度とは、経営の意思表示であり、会社が目指す姿に近づくための大切な施策である
と考えています。今回の新人事制度の設計においては、社員が持つ能力を最大限に引き出
し、その力を存分に発揮できる環境を創り出すことを重視しました。
１年間の運用を通じ、徐々
に会社が目指す方向に近づいてきていることをアーティストの作品を通じて実感することが
できます。
しかし、私たちは世界を舞台に活躍することを目指しており、まだまだ成長しなけれ
マーザ・アニメーションプラネット株式会社
業務推進部

酒井 祐介

ばなりません。今後も、新制度をベースに社員一丸となって、
「最高の物語を、世界中の子ども
たちへ」というビジョンの実現を目指していきます。
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ⒸSEGA

社会とともに（社会貢献）

スポーツ
芸術
文化

スポーツ
芸術
文化

とまみん少年野球教室

東京ＪＡＺＺ２０１１の協賛

社会支援

絵本を届ける運動

事業貢献

南相木村小学校を
東京ジョイポリスにご招待

セガサミー野球部は、
『長嶋茂雄 ＩＮＶＩ
ＴＡＴ
ＩＯＮＡＬ セガサミー

セガサミーグループは、東京国際フォーラムで毎年夏に開催さ

セガサミーグループは国際貢献活動の一環として、公益社団法

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

カップゴルフトーナメント』
を後援いただいている苫小牧民報社主

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。
１０

人シャンティ国際ボランティア会の「絵本を届ける運動」に参画し

相木村とその隣の北相木村の小学校の子どもたちを修学旅行に

催の、とまみん少年野球教室に講

回目を迎えた本イベントにセガサミーグループは当初から継続支

ています。
４年目の2011年度はグループ会社２０社の社員と、南

合わせて東京ジョイポリスに招待しました。
２年目にあたる2011

師として参加。3回目となる2012

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て

相木小学校の児童が参加しました。グループ社員の不要な品物を

年度も、子どもたちにセガのエン

年度は苫小牧市営少年野球場を

いきます。東京ＪＡＺＺ２０１１では、東日本大震災の後、チャリ

回収し、現金化した金額に、今年新たな試みとして、ホールディン

タテインメントを経験していただ

メイン会場に、苫小牧市内の小

ティーアルバムをレコーディング

グスとサミーにて自動販売機の１０円募金を実施して集まった寄付

き、大いに喜んでいただきまし

学生約100名が参加しました。

したＪＡＺＺ ＦＯＲ ＪＡＰＡＮ “Ｌ
Ｉ
ＶＥ”

を追加し、
１１０冊の絵本を作成しました。様々な理由で子ども向け

た。
「セガの森」とは違った形で

に参加したアメリカのトップジャ

図書がほとんど出版されていない国々（カンボジア、アフガニスタ

のコミュニケーションにより、南

ズミュージシャンが中心となるス

ン、ラオス、
ミャンマー難民キャンプ）へ、現地語シールを貼り付け

相木村との親睦を深めると同時

た絵本を届けるこの運動に、今後もより多くのグループ社員に賛

に、子どもたちの社会勉強にも

同を呼びかけ、活動の輪を広げて一人でも多くの子どもに笑顔を

貢献することができました。

スポーツ
芸術
文化

障害者クロスカントリースキー
日本チームの支援

ペシャルバンドが一夜限りの夢の

セガサミーグループでは、障害者クロスカントリースキー日本

共演をしました。

ⒸRieko Oka

チームを支援しています。
２０１２年１月にアメリカ・ケーブルで開
催されたワールドカップ第２戦に、日本から３選手が出場し、バン
クーバーパラリンピック金メダリスト、新田佳浩選手が今シーズン
自身初、日本チームとしても初となる優勝を果たしました。また、

届けていきます。
スポーツ
芸術
文化

卒業式に卒業生のお名前を入れて
贈ったメッセージカード

セガサミーカップ ＰＲＥＳＥＮＴＳ
ジュニアスポーツフェスティバル

セガサミーグループは、
『長嶋茂雄ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮＡＬ セガサ

事業貢献

高齢者の方にショールームを開放

第３戦では、出来島桃子選手が

ミーカップゴルフトーナメント』
（以下『セガサミーカップ』）の開催

バイアスロン競技で初優勝。出

に伴い、５月１９日〜７月１日の期間中、北海道千歳市、恵庭市、

来島選手は、長野パラリンピック

苫小牧市で、
『セガサミーカップ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ジュニアスポーツ

連携し、ご紹介いただいた４つのデイケアサービスセンターに通

終了時から競技を始め１０年以

フェスティバル』
（以下、
『ＪＳＦ』）を開催しました。
『ＪＳＦ』は、
「ス

われる高齢者の方々を対象に本社ショールームを定期的に開放

上の挑戦を続け初の栄冠を獲得

ポーツ振興」、
「北海道への地域貢献」を開催目的として掲げる

しています。
２０１１年度は１１回開催し７８名の方々にご利用いた

『セガサミーカップ』が、
２００６年の野球教室から継続して実施し

しました。

ており、今年で７回目を迎えました。小中学生を対象として、毎年
スポーツ
芸術
文化

講師に地元プロスポーツチーム「レバンガ北海道」や「コンサ

学生主催イベントへの協賛

サミーでは２００６年６月より東京都豊島区社会福祉協議会と

社会支援

だき、累計147回、のべ参加人数１，
１２８名になりました。開催時

献血活動の実施

には介護福祉士とともに有志社員も加わり、狙いどころをアドバ

タイヨーエレックでは、全社員による「社員からのＣＳＲ活動に

イスしたり、休憩室からの景色を見ながらのおしゃべりしながら

ドーレ札 幌 」等 、各 界の一 流アスリートをお招きしています。

関するアンケート」の結果で始まった献血ボランティア活動を実

「年代を超えた楽しい時間

ダーツライブは２０１２年３月に開催された学生ダーツプレイヤー

2012年度は、スナッグゴルフ、野球、サッカー、バスケットボー

施しています。2011年度で3回目になるこの活動に、本社に勤

の共有」をしています。こ

日本一決定戦「ＡＬＬ Ｊａｐａｎ Ｓｔｕｄｅｎｔ
ｓ Ｄａｒ
ｔ
ｓ Ｃｈａｍｐ
ｉ
ｏｎｓｈ
ｉ
ｐ

ル、陸上等計１４種目の普及・育成に努め、参加したジュニアの総

務の役職員27名が参加しました。これからも広く社会に貢献でき

の活 動は東 京だけでなく

２０１２」へスポンサーとして協力・支援を行いました。本大会は大会

数は、
１,５００名に達しまし

るよう、継続的に実施して

各地域の社会福祉協議会

運営のすべてが学生自身の手に

た。また、参加したジュニ

まいります。

とも連 携を図り仙 台や札

よって行われ、出場プレイヤーの

ア の 中 から、セガ サミー

なお、サミー川越工場で

レベルも高くハイレベルな対戦が

カップ本大会のエスコート

も有志社員による献血活

繰り広げられました。これからも新

キッズを選抜する等、子ど

動が継続的に行われてお

たな才能の発掘と、次世代の育成

もに夢と思い出を届けて

り、2011年度は４６名が参

に貢献していきます。

います。

加しました。

野球を通じて大切なものを伝えていきたい

天沼 秀樹

います。

学生の活動を応援しています

両親や家族、友人、そして会社の仲間、あげればきりがないほど、たくさんの方々の支

ダーツライブでは、才能ある学生のクリエイティブな活動を応援するために、学生主

えがあったからこそ、今の私があります。今思うのは、これまでお世話になった方々に感

催のイベントなどを積極的に支援しています。もともとの支援のきっかけは、学生ダー

謝の気持ちを込めて何か恩返ししたいということ。それがどんな形かというと、野球を

ツを拡げていきたい、ダーツの楽しさや魅力をたくさんの人に伝えたいという学生の皆

通じて成長してきた私は、やはり野球を通して恩返しするのが一番ではないかと考えて

さんの熱い志でした。ダーツ好きという面で同じ志を持つ私は、イベントプロモーション

います。今、幸いにして子どもたちに野球を教える機会に恵まれています。私は、子ども
セガサミー野球部
（株式会社セガ 総務部）

幌、広島支店でも実施して

たちに野球を通じて、挨拶や礼儀はもちろん、夢を持つことや継続すること、そして仲間
との絆など、この先の人生において何かにつながるものを伝えていきたいと思います。

など普段の業務経験を活かし、あくまで学生の皆さんの良い先輩というかたちでイベン
株式会社ダーツライブ
プロモーション本部 プロジェクト推進ユニット

中島 健

ト運営などのアドバイスを行っています。これからも、学生の皆さんと一緒になってダー
ツを楽しみながら、イベント運営を通じて多くのことを学んでいきたいと思います。
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社会とともに（社会貢献）

事業貢献

NPO
非営利

ＮＰＯとの協働プロジェクト
「おもちゃの寄贈」

事業貢献

ピンクリボンチャリティゴルフ

事業貢献

パートナーチャリティゴルフコンペ

地域活動

桜の植樹活動

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

サミーでは札幌、名古屋、仙台、広島、大阪支店において日ごろ

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に隣

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

のご愛顧に対しお取引先さまに感謝するゴルフコンペを開催しまし

接する「見寄公園」に桜（ソメイヨシノ２本）を植樹（寄贈）
しまし

３年目を迎えた「おもちゃの寄贈」は、セガトイズの玩具をセガ･

期治療を広めるピンクリボン運動を応援しています。
３年目となる

た。イベントにいらした６１１名の参加者からの寄付やチャリティ金

た。
１９９９年より毎年実施し今回で計４３本目となりました。

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

２０１１年に開催したチャリティコンペには９組３３名の方にご参加

は、総額９２７，
５１９円となり、東日

毎年４月になると公園中の桜が溢れんばかりに咲き誇り、工場

活用した社会貢献活動です。この取り組みは当社グループと認

い た だ きまし た 。プレ ー 後 の 表 彰 式 で はピ ン クリボ ン i n

本大震災義援金として「日本赤十

の多い当地域周辺に華やかさを届け、
「お花見」に集う憩いの場と

定ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンターが寄付先を慎重に選定し、実行

SAPPORO実行委員会の木原事務局長より講演をいただき、乳

字社」、
「東松島市社会福祉協議

なっています。

しています。ＮＰＯ法人日本クリニクラウン協会は、東日本大震

がんについての知識や実行委員会の活動内容について教えてい

会」、
「七ヶ浜町」そして「日本盲

災発災直後から現地への支援体制に入り、被災地の子ども病院

ただきました。ザ・ノースカントリーゴルフクラブでは、コンペでの

導犬協会」へ寄付いたしました。

等の小児医療施設へ玩具を寄贈。さらに医師等病院スタッフが、

チャリティ企 画 実 施に 加

沿岸部の病院や診療所に診察に行く際に玩具を持参し治療時に

え、オリジナルクリップマー

直接プレゼントし、子どもたち、そして病院スタッフにも喜ばれま

カーの販売等による収益

した。また、定期訪問病院のうち１６病院に寄贈し、病院プレイ

の 一 部をピンクリボンi n

オアシスパークでは、江戸時代から伝わる伝統祭り“かわしま

ルームや夏祭り等に活用されました。おもちゃの図書館全国連

SAPPORO実行委員会へ

燦々夏祭り”の運営支援を行っております。今後も引き続き地域の

絡会は既存のネットワークを活用し被災地各地で１９回「移動お

寄付しています。

伝統文化の継承を通して社会に貢献していきます。

地域活動

かわしま燦々夏祭りの運営支援

地域活動

もちゃ図書館｣を実施。被災各地の子どもたちと玩具を使い遊ん
でいただきました。
また、認定ＮＰＯファミリーハウスにおいては、玩具を寄贈した

事業貢献

タイヨーエレック
名古屋チャリティー・リレーマラソン

タイヨーエレックは、
２０１１年１１月６日開催の「タイヨーエレッ

チャリティコンサートの開催

ク 名古屋チャリティー・リレーマラソン」に特別協賛いたしました。
地元の庄内緑地公園（名古屋市西区）で開催されたこの大会に

施設に当社スタッフが定期的に訪問。玩具やぬいぐるみ等を除菌

ウェーブマスターでは、所属アーティストである女性５名のスト

しメンテナンスを行うほか、施設スタッフの方々とのコミュニケー

リングス・ユニット「ＳＥＡＳＯＮＳ」によるチャリティコンサートを通

は、あいにくの空模様にもかかわらず、約１，
１００名（１６０チーム）

ションを深め、当社グループがお役に立てる方法を探っています。

し、病院や福祉施設を中心に、多くの皆さまに気軽に音楽とふれあ

のランナーが参加し、
４時間後のゴールを目指してチームでタス

い楽しんでいただく場を提供しています。また、今年もセガサミー

キをつなぎ、日頃鍛えた健脚を競い合いました。またメイン会場で

カップの大会に合わせ、大会テーマソング「カムイの風」を手がけ
るシンガーソングライター中西圭三氏とともに、千歳市および周
辺地域の公共施設（５箇所）においてチャリティコンサートを開催

地域活動

は、当社協賛ブースでのゲームコーナー、アンパンマンショーや

小江戸川越マラソン２０１１の協賛

火消し太鼓等の催しを開催し、ご来場の皆さまにお楽しみいただ

サミーは、２０１１年１１月に行われた小 江 戸 川 越マラソン

しました。音楽という裾野

2011の特別協賛をしました。地元の川越水上公園をスタートし、

の広いエンタテインメント

喜多院や仙波東照宮、時の鐘等城下町として栄えた町並みを舞台

の提供を通じて、地域に貢

とした市民マラソンでハーフ、

献するとともに、芸術・文化

10km、
ＦｕｎＲｕｎ
（約４km）の

の発展支援の一助となる

３種に分かれた参加者およそ１

活動を継続していきます。

万人のランナーが小江戸川越

きました。

の町を駆け抜けました。これか
らも積極的に地域活動の支援
をしていきます。

地域社会と共生していくゴルフ場を目指して

地域の皆さまに愛される施設を目指しています

ザ・ノースカントリーゴルフクラブでは、地域社会と共生していくゴルフ場を目指し、

県市町と民間が出資し、自然を活かした施設として誕生したオアシスパークは、今年

私たちにできる社会貢献活動を積極的に進めています。チャリティゴルフコンペの開催

セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社
経営企画部
運営部

熊谷 円佳

佐藤 愛子

で創業から１３年目を迎えます。私たちは安全・安心な施設運営を前提に、地域の皆さま

やジュニアゴルファー育成等、ゴルフを通じた活動に長年取り組んでいるほか、エコ

に愛され親しまれる施設を目指しています。そのため、毎月お客さまアンケートを実施

キャップ運動等も行っています。また、本年度より、お客様にもご協力をいただき「東日

し、お客さまの声を活かしたサービスを実施しているほか、アルバイトの発案による施設

本大震災こども未来基金」に対して、学資支援金の寄付を行っております。今後は、私
たち自身の活動を拡げることはもちろん、お客さまがゴルフを楽しみながら社会貢献に
参画できる活動や場を提供していきたいと考えています。

内の落ち葉集めイベントの実施、地元中学生の職場体験受け入れや地元のお祭りへの
株式会社オアシスパーク
管理部

田中 俊二

協力等、積極的に地域の皆さまと交流を図っています。今後は、教育とエンタテインメン
トが融合した、生涯教育にも役立てる施設づくりに取り組んでいきたいと考えています。
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社会とともに（社会貢献）

地域活動

地域との交流

地域活動

ノース・ウェルカム花ロード

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行

セガサミーゴルフエンタテインメントでは、地元新星町及び蘭越

うとともに、
「子ども神輿」の休憩所を事業所敷地内に設け、飲料

町内、ザ・ノースカントリーゴルフクラブ正面玄関前に33本のプラン

を提供しています。また、町内会主導で行われる月例のごみ拾い

ターを設置しました。2011年度に引き続き両町内会の方々と協力

「街並み清掃活動」への積

しながら、千歳市および千歳青年会議所主催の「千歳ウェルカム花

極的参加や、都市対抗野球

ロード」の実施にあわせて行った

大会に出場した際には応援

この活動では、道外ツアー客を含

ポスターを作成、町内に掲

め当クラブに来場されるお客さま

示いただいており、今後も

の目を楽しませる、赤･青・白・黄色・

地域の皆さまとの交流を続

ピンクのかわいらしい花約４４０株

けていきます。

が植花されました。

With Society

CSR憲章

社会とともに
環境

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、当社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等独自の環境対策を積

地域活動

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

野球部による地域貢献活動

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

セガサミー野球部は、八王子市社会福祉協議会と連携し、地域貢

に貢献した個人・団体を表彰する

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

献活動を行っています。2011年は、継続して展開している市内児

ものです。八王子を活動拠点とす

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

童養護施設との交流に加え、東日本大震災義援金募集へ協力しま

るセガサミー野球部は、地域に根

した。これらの活動に対し、
『平成２３年度社会福祉法人八王子市社

ざす社会人野球チームとして、今

会福祉協議会授賞式』
にて、感謝状をいただきました。本式典は八

後も各種地域貢献活動に取り組

王子市社会福祉協議会が八王子市における社会福祉活動の発展

んでいきます。

海外の
社会貢献
活動

海外の
社会貢献
活動

ＧａｍｅｓＡｉｄサイクロソン参加

セガヨーロッパは、英国のビデオ業界のチャリティー“ＧａｍｅｓＡ
ｉ
ｄ”

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。

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。

ソニックプレイヤードをつくりました

１００名を超える熱心なセガアメリカの従業員と地域のボラン
ティアたちは、東オークランドのコミュニティーセンターを手本

を支援しています。
このチャリティーはビデオ業界を支えてくれている社会に対

に、新しい遊び場をつくり上げました。

し、その見返りとして支援を必要とする団体へ資金を届けるも

ソニック・ザ・ヘッジホッグの「金の輪」を参考にした遊び場に

のです。チーム・セガは、ＧａｍｅｓＡｉ
ｄのための１２時間中継サイ

は、
２つの金の輪の要素である螺旋状の滑り台と螺旋状のはし

クロソンに参加し、£１，
５８４．
００を稼ぎだしました。

ごがあります。子どもたちは、青・金・紫色の滑り台、ロッククライ
ミングの壁、ブランコをソニックさながらにスピンしたり、ジャン
プして楽しみます。この日、
２ｔ
トラック分のコンクリートをはが
し、
２本のベンチと２台の大人用のピクニックテーブルをつくり、
さらに周辺の下草刈りと、周辺の９つの壁に絵を描きました。

活動に参加したジョン・クラーク

活動に参加したエアロン・ウェバー
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社会とともに（環境）

環境保全活動

創造性を育む、
雄大な自然環境と優しい気持ちとの交流

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

Topics

資源の有効利用

セガ・ロジスティクスサービスでは、事
業を通じた地球環境保護の一環とし
て、アミューズメント機器の手分解によ
る廃棄物のリデュース、中古アミュー
ズメント機器販売によるリユース事業
を展開しております。また、リサイクル
筐体を使用したアミューズメント機器
の企画・開発等、3R活動を事業スキー
ムに取り込み、資源の有効活用により
環境負荷の低減を進めています。さら

い製品の開発・提供に取り組んでいます。

〜森林の里親活動〜「セガの森」

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、蛍光灯やランプのＬＥＤ
（発光ダイオード）化や、インバータ方式の採
用、また、ご購入いただいた後の省電力運用を意識し、主電源と照明電源のスイッチを個別
設定するといった、環境負荷低減を意識した設計を進めています。

この森林は「セガの森」と名付け、社員が村民の皆さまの指導による森林整備体験の他、自

これらの取り組みにより、従来製品に比べ大幅な節電効果をあげることができた製品が増
えています。
これから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。
セガネットワーク対戦麻雀
MJ5

45.3%の節電効果

※１店舗に４席設置されている場合

セガでは、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「森林の里親
契約」を締結しています。
（2008年4月1日〜2018年3月31日までの10年契約）

ＵＦＯキャッチャー８
second

１００＆メダル
ＨＹＯＺＡＡＡＮ！
！

58.6%の節電効果

60.6%の節電効果

然を活かした学習等のイベント、その中で村民の皆さまとコミュニケーションを図ることを通じ
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学び、日常的

ＣＯ2吸収証書
2 0 1 1 年 度「セガの
森」整備によるＣＯ 2
吸収量が、長野県より
評価され、
「森林ＣＯ2
吸 収 量 認 定 書 」が 発
行されました。

に環境保護を意識、行動できるよう努めています。
引き続き、森林のCO2削減＝地球環境保護に留まらない「里親活動」を展開してまいります。

この豊かな自然環境を守り続けるために！
日常的に「セガの森」を守り、育んでくださっている村民の皆さまにご

に、省エネ商材の提案を積極的に展

指導いただき、その大変さ、大切さを身をもって学び、この森林の、地

開し、今後も環境に貢献した事業の推

球環境保護の必要性を考える機会として森林整備体験を毎年実施し

進に努めていきます。

ています。
消費電力
１，
０９０ｗ

消費電力
１45ｗ

消費電力
240ｗ

参加者には、実際に下草刈り、除伐･間伐等を体験し、過程の様々なコ
ミュニケーションを通じて、事業活動が及ぼす（間接的）影響や、また
自らの関わりを想い、その深度を深めてもらい、日常に戻った際の積極

比較機種：ＭＪ４ＥＶＯ
消費電力：1,975ｗ

比較機種：ＵＦＯ
キャッチャー８
消費電力：350ｗ

比較機種：100&メダル
KAZAAAN!!
消費電力：600ｗ

村民の皆さまとの様々な交流

グループの仲間、家族とともに楽しむ

森林整備体験等での

立岩湖、七福神の滝※を始め、森林に限らない南相

交 流の他 、南 相 木 小

木村の豊かな自然を活かし、森林の貯水･濾過効果

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

学校の修学旅行の受

や、農作物への鹿被害を題材とした自然楽習（学

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

入 れ や 、特 産 の 蕎 麦

習）の場としてイベントを企画し、グループ各社、そ

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

を使用した「蕎麦まつ

のご家族を含めてお声掛けして開催しています。

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

り」を通じての交流の

自然のもたらすヒーリング効果や、グ

アミューズメント機器のリサイクル

グリーン電力証書購入実績（2011年度）
グリーン電力証書購入量

100万kWh
（CO2換算量 約375t）※

マイクロ水力

50万kWh
（CO2換算量 約188t）※

バイオマス

50万kWh
（CO2換算量 約188t）※

※ CO2換算係数は2010年3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

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

グリーン電力証書

他、南相木村で開催される「つつ

ループ社員間の交流、ご家族の思い

じ祭り」への訪問や、一方で都市

出つくりに役立てています。

対抗野球大会へセガサミー野球

また「森林の里親契約」の契約式典で、南相木村の小学生と

部の応援に東京ドームへお越し

植菌したきのこの栽培も継続的に行っており、豊作だった年に

頂いたり、様々な形で交流してお

は小学生の皆さんが収穫、送り届けてくださいました。

ります。

※おみかの滝、犬ころの滝、千ヶ淵の滝、立岩の滝、千ヶ滝、一平の滝、不動の滝

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、マイクロ水力・
バイオマス※で、マイクロ水力発電によるグリーン電力証書発行は、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

マイクロ水力

的で具体的な環境意識、行動へつなげることを期待しています。

バイオマス

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

セガは事業上、CO2の間接排出源＝電気使用を不可欠としております。企業の社会的責任として環境影響へ
の対応を検討する中で「森林の里親契約」を知り、長野県より南相木村をご紹介され「セガの森」は始まりま
した。早くも契約期間の半分5年を迎え、当初CO2のオフセットを考えていた活動から、南相木村の雄大な自然、村民の
皆さまの優しい気持ちに触れるたび、私の中で「南相木に帰ってきた」と思うように変化してきました。貴重な自然がも

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、

たらす農作物、魚、水、空気、多くの恵みに触れ、イベントに参加をされた皆さんも自然と私たちの生活や事業のかかわ

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。
２０１1年度の

りについて意識してくれているように思っています。南相木村の子どもたちがアドプトサインにえがいてくれた「理想の

実績は96,060ｋＷｈです。

森林」が実現されるように、都会に住む社員、そのご家族皆さんの環境意識の醸成に「セガの森」を活かし、

※ 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

引き続き育んでいきたいと思います。

風力発電
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株式会社セガ 総務部

山下 富美子

社会とともに（環境）
梱包用バンドの利用を
推進しています

生産現場での環境配慮

製品輸送に際して、
トラックの荷台に棚状の

製品納入時の荷崩れ防止に

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2011年
度は遊技機のリサイクル率97.76％を達成しています。
（サーマルリサイクルを除く）

通い箱の使用を通じて
容器包装を削減しています
部材並びにユニット品の輸送時に

デッキを使用することでに２段積みとし積載効

使用するストレッチフィルム

率の向上を図っています。また、製品

の削減を目指し、繰り返し利

の梱包にもダンボールを使用

用できる梱包用バンドの利用

しない梱包形態をとり容器

を推進しています。

包装を削減しています。

電動フォークリフトを導入し
ＣＯ2削減を目指しています

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。

【設計・開発段階】
17種類に分別された資源のもと

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順次導入し、

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。

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

【生産段階】

導入を進めています。

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】

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。

15インチモニターのリユース

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。

グループ間のリユースを推進しています
社員がやすらげる屋上庭園

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。

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等、グループ間の省資源化を行っています。今後も
LED等の共通部品を定めて共同購入する等、グループ間でのリユースの動きを進めてい
きます。

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
川越工場の外観

省エネノウハウを
Topics
積極的に提供しています
サミーデザインでは、可能な限りの省

製造工程における水の使用はほとんどあ

ごみゼロ運動を推進しています

りませんが、世界的な水資源の枯渇にも

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。

配慮し、
トイレ等での水の使用の削減を進

全社で「ごみゼロ運動」を展開し、ごみ分

環境配慮素材の利用
木材使用量

うちPEFC認証木材

型の店舗デザインの設計・施工をお客
は、節電対応へ貢献するために、パチ
ンコ・パチスロ業界の皆さま向けに省
エネノウハウに関する講演活動を実

接着剤使用量

うち水系接着剤

地球温暖化防止・やすらぎの場形成
工場緑化率

別やペーパーレス推進等を実施するほ

めています。

サミー川越工場における環境配慮の状況

エネルギー設計を目指した環境配慮
さまにご提案しています。
２０１１年度

水使用量の削減を進めています

における緑化基準を超えています。また、景観面でも優れた建築物で、彩の国景観賞（埼

います。工場敷地面積16,970m2に対し、緑化面積は4,413m2（緑化率26%）で、埼玉県

エコ通勤を進めています

2009年度

2010年度

2011年度

2,246t

3,206t

3,145t

986t (43.9%)

1,076t (33.6%)

1,012t (32.2%)

3.84t

3.24t

2.7t

3.84t (100%)

3.24t (100%)

2.7t (100%)

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

2009年度

2010年度

2011年度

32%

32%

26%※

※ 工場緑地内に自家発電機（８基）設置により、工場緑化率が2010年度に比べ減少

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

資源の有効活用を進めています

年5月から、最寄の駅と工場を結

オフィスの廃棄紙を利用して作られたフラワー

ぶ送迎バスを導入しています。

ニフォーム」を導入するほか、エコキャップやプル

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。

省エネ活動を徹底しています

タブの回収等、資源の有効活用を図っています。

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、

施しました。省エネはコスト削減にもつ

パソコンを使用しない場合のスリープ

ながることから、これからも事業を通じ

モード設定の徹底等、地道

て持続可能な社会の発展に寄与でき

な省エネ活動を徹底し

る空間を創造するとともに、情報提供

ています。

等を積極的に行っていきます。
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社会とともに（環境）

セガサミーグループ CSRレポート2012

第三者意見

グループ全体の取り組み
また、
「セガサミーグループとしてCSR活動を通じ、社

環境負荷と環境影響

員のベクトルをひとつにあわせ、強いセガサミーグループ

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たる事業を展開してお

を作り上げて生きたい。」との発言も、
「なぜCSR活動

り、環境負荷を低減するためには、まず事業活動全体の環境影響を把握する必要がありま

に取り組むのか」を明確に定義していると感じました。

す。セガサミーグループでは、主要な事業所や施設の環境基礎データを集計・把握し環境負
荷の推移を評価しています。

株式会社日本総合研究所
理事
ESG リサーチセンター長

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もに、省エネ設備への切り替え等もさらに推進す

足達 英一郎

る必要があると考えています。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。
環境をテーマとした教育ツール

影響」に注目していただきたいと要望しました。セガサ

環境関連法規の遵守
予防に努めています。2011年度は、環境関連法規違反および環境を汚染する事故はあり
ませんでした。

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
めに積極的に環境教育を進めています。イン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、教育ツールともなる環境ハンドブックを作成し、全社員の意識向上を図ってい
ます。

※2 CO 2換算係数は2010年3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、2012年7月環境
省発表「平成22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://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
files/calc/itiran.pdf
http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/
files/calc/list_ef_eps.pdf
※3 ①セガの物流拠点から出る産業廃棄物を
オフィスの産業廃棄物と合算したため、
2010年度に比べ増加
②サミーの物流拠点から出る産業廃棄物
を生 産 拠 点 の 廃 棄 物に合 算したため 、
2010年度に比べ増加

セガサミーグループにおける環境基礎データ
【対象期間】
2011年4月1日～2012年3月31日
【対象施設】

オフィス

た社員ボランティアの方々のコメントには共感を覚えま
した。

ミーグループが作り出すことのできる好影響の実現機

さて、本書にあるように、セガサミーグループは、日本

会を積極的に紹介していただくとともに、社会から寄

有数のリゾート施設「フェニックス・シーガイア・リゾー

せられる懸念にも認識を拡げていただきたいと述べま

ト」を経営するフェニックスリゾート株式会社を子会社

した。

化されました。今後は、新たな事業領域が加わって、セ

今年の報告書では、
「世界中のあらゆる人々に夢と

ガサミーグループは次なるステージに進化を遂げてい

感動溢れるエンタテインメントを提供し、豊かな社会の

かれるものと想像します。そこでは、改めてコンプライ

実現と文化の創造に貢献する」というセガサミーグルー

アンスの強化が求められることになるでしょう。また、ス

プのグループ経営理念自体が、社会からの期待を表現

テークホルダーとして「お客さま」以外の社会成員をよ

したものであり、
「目指すCSRは、このグループ理念を

り意識する必要が生まれるかもしれません。スポーツや

追求し続けることだ」という明確なメッセージが示され

芸術などの活動支援に留まらない社会貢献のあり方が

ました。

期待されてくる側面もあるでしょう。従業員の皆さん、

「本業が、好影響の実現機会そのものである」という

お一人お一人が新施策の実現に主体的に関わること

2009年度

2010年度

2011年度

考え方が、セガサミーグループのCSRの特徴であると

で、社員のベクトルをひとつにあわせるためのCSRが

事業所・営業所

20 ヶ所

14 ヶ所

14 ヶ所

理解しました。東日本大震災に関連して、
「次は"心のケ

実現されることになると期待しております。

サミー

事業所・営業所・流通拠点

46 ヶ所

40 ヶ所

39 ヶ所

ア"が必要であり、エンタテインメントにはそうした"明日

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

1 ヶ所

1 ヶ所

1 ヶ所

への活力"、言い換えるならば心に栄養をもたらす役割

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、昨年

194 ヶ所

190 ヶ所

191 ヶ所

や力がある」とのトップの認識も印象的でした。

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

ジョイポリス

3 ヶ所

3 ヶ所

3 ヶ所

温浴施設

1 ヶ所

1 ヶ所

1 ヶ所

工場（川越）

2 ヶ所

1 ヶ所

1 ヶ所

直営店

生産拠点

た点、外部ステークホルダーのコメントを充実された点

セガ

ホールディングス 本社

アミューズ
メント施設

的に掲載された点、従業員の生の声を数多く掲載され
が印象的でした。特に、震災復興支援活動に参加され

前回、
「意思決定及び活動が社会及び環境に及ぼす

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て社員へ啓発し、環境汚染の

※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）

氏

そのうえで、昨年以上に、グループ会社の活動を積極

セガ

サミー

2009年度
エネルギー使用量
（GJ）、
（電気、都市
ガス、LPガス、
※1
灯油）

エネルギー使用に
伴うCO2排出量
※2
（t-CO2）

産業廃棄物排出量
（ｔ）※3

オフィス

2010年度

2011年度

セガサミーグループCSRレポート2012にご意見をいただき

199,682

186,196

143,078

1,428,231

1,180,178

生産拠点

27,800

27,188

26,134

オフィス

8,421

7,214

5,536

感動溢れるエンタテイメントを提供する』企業として何ができ

70,967

60,107

47,322

るかが大きな課題でしたが、予想を上回る役職員の復旧支援

1,191

1,224

997

ボランテイア活動への参加がありました。この活動は、社員に

483

472

2,230

とっても企業の社会的責任を自覚する大きなきっかけとなりま

1,368

1,385

3,405

した。被災者の方々に少しでも笑顔になっていただくエンタテ

アミューズメント施設
生産拠点
オフィス・営業所・流通拠点（セガ）/アミューズメント施設
生産拠点・流通拠点

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。

第三者意見をいただいて

1,651,490

アミューズメント施設

度に引き続き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

まことにありがとうございます。

りますが、
『これで万全というものはない』
との考えの下、今後
もさまざまな機会を通して、コンプライアンスの徹底に努めて

2011年度は、東日本大震災の被災者の方々に対し、
『夢と

まいります。
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
の皆様からの忌憚のないご意見をお待ちしております。

イメント(イベント)の開催、支援とともに、今後もこのボランテ

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

イア活動を継続してまいります。
ご指摘いただきましたコンプライアンスに関しては、企業統

池田 哲司

治の根幹をなすものであり、従来より役職員の啓蒙を行ってお
63
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『セガサミーグループCSRレポート2012』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2012』
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2012』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

❷社長メッセージ
❸特集1（セガ）
❹特集2（サミー）
❺特集3
（トムス・エンタテインメント）
❻特集4（セガトイズ）
❼震災復興支援活動
❽セガサミーグループのCSR
❾コーポレート・ガバナンス

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
〒１０５−００２１ 東京都港区東新橋一丁目９番２号 汐留住友ビル
ＴＥＬ：０３−６２１５−９０５５
ＵＲＬ
：http://www.segasammy.co.jp/japanese/index.html

理由

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

❿コンプライアンス/リスク管理
⓫お客さまとともに
⓬お取引先とともに
⓭株主・投資家とともに
⓮従業員とともに
⓯社会とともに（社会貢献）
⓰社会とともに（環境）
⓱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。
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。
URL

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

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。

Q5．
本レポートをお読みになって、セガサミーグループに対する印象はかわりましたか？
□よくなった

□わるくなった

□かわらない

Q6．
『セガサミーグループCSRレポート2012』
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

