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本報告書は、コネクシオの CSR（企業の社会的責
任）の考え方や取り組みについて報告するものです。
作 成 に あ た り、「 環 境 報 告 ガ イ ド ラ イ ン（2018 年
版）」
（環境省）、「GRI サステナビリティ・レポーティ

にしました。

◦対象期間	2019年度
（2019年4月1日～2020年3月31日）
活動や取り組み内容は一部に過去および直近のものも含みます。
◦対象範囲	コネクシオ株式会社および、コネクシオウィズ株式会社
◦発行時期	2021年3月
（前回発行：2019年12月／次回発行予定：2021年12月）
◦問い合わせ先	総務部サステナビリティ推進課
TEL. 03-5331-3608 FAX. 03-5331-3704
E-mail sasutena＠conexio.co.jp
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コネクシオの事業
「コンシューマ事業（個人顧客向け）」、
「法人事業（法人顧客向け）
」の2つの分野で、様々な製品、サービスをお届けしています。

コンシューマ事業

法人事業

キャリア認定ショップ

モバイルソリューション

NTTドコモ、KDDI（au）
、ソフトバンク、楽天モバイルのキャリア認定ショップを全国に展開しています。
“お客様に選ばれる”付加価値の高いショップづくりを進めています。
商品販売

アフターサービス

携帯電話・スマートフォンやタブレッ

料金プランの見直しや端

トなどの特徴・機能をしっかりと把握

末修理の受付、スマホ教室

したスタッフがお客様のご要望に適し

の開催を通じて、お客様が

た商品を販売する他、携帯電話・スマー

長く安心して携帯電話・ス

トフォンやタブレットなどをより楽し

マートフォンやタブレット

んでいただくための関連サービスやア

などをご利用いただけるよ

クセサリー類のご提案を行います。

う、各種ご相談に応じます。

大手カメラ／家電量販店

販売支援

大手カメラ／家電量販店に携帯電話・スマート
フォンやタブレットなどの卸販売を行うととも
に、店頭での販売支援を行います。
また、物流・開通センターは、迅速な在庫流通
と精度の高い開通作業により店頭販売を強力に
バックアップします。

販売員を派遣し、店頭での販売
をサポートしています。料金診

法人のお客様に対して、スマートフォンやタブレットなどを利用したソリューションサービスを提案します。
また、お客様ごとのニーズに合わせたモバイルヘルプデスクやキッティング
（端末設定）
を通じて、お客様の事業
活動をサポートします。

法人向けソリューションサービス

モバイルヘルプデスク

キッティング
（端末設定）

企業のスマートデバイス導入に関する

社用の携帯電話・スマートフォンや

事前に端末設定を済ませてから、納品

コンサルティングから、運用サポート、

タブレットなどの管理運用業務を代

を行います。お客様各社で異なるセ

セキュリティ対策まで、業界やテーマ

行するサービス。専門スタッフが常駐

キュリティポリシーに合わせた設定

に合わせてあらゆるニーズに一貫して

するヘルプデスクを完備し、利用方法

や業務アプリケーションの設定まで、

ソリューションサービスを提供してい

の問い合わせ対応や端末紛失時等の

幅広く対応したサービスを提供して

ます。

緊急対応をはじめ、多様化する管理業

います。

務にも一貫して対応します。

断やスマートフォンのお悩み相
談にも積極的に対応し、お客様
のご希望に寄り添った販売活動
を支援しています。

各種サービス

IoTソリューション

法人向けインターネット接続サービス
（TRIBE-biz）

IoTシステム構築のためのサービス（回線、

法人向けのインターネット回線やセキュアで

スマートフォン向け独自サービス

保険ショップ

スマートフォンやタブレット端末をより楽しんで
いただけるサービス・コンテンツを提供しています。

ほけんの窓⼝グループ株式会社とパートナー契約
を締結し、
「ほけんの窓口」の店舗運営を行い、保険
相談を承っています。

高 品 質 なVPN
（Virtual Private Network）
等、お客様のニーズに合わせたインフラサー
ビスを提供しています。

システムテンプレート、セキュリティ機能な
ど）とプロダクト
（IoTゲートウェイ、各種セ
ンサー、モジュール等）の両面から、お客様
の「IoTシステム構築」を支援します。お客様
ニーズに合わせた柔軟なカスタマイズや運
用サポートま
で、トータルで
対応可能です。

有 料 会 員 サ ー ビ スnexiplus
（ネク
シィプラス）は、スマートフォンの基
本操作講座や生活に役立つオリジナ
ル動画を自宅で気軽に楽しめたり、日
常生活に関する様々なお悩みを専門
家に電話相談できるなど、皆様の安
心・便利な暮らしをスマホでサポー
トするコネクシオ独自サービスです。
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生命保険・損害保険の比較推奨を行い、お客様の生活に必要な
保障（補償）をご提案・ご提供しています。お客様のご意向に
沿った保険商品のご提案から給付金・保険金請求のサポート
まで幅広く対応しています。

プリペイドカード
コンビニエンスストアで販売
されているプリペイドカード
の提供を行っています。
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トップメッセージ

コネクシオプラン2020
5Gが拓くスマート社会へ向け
お客様接点の深耕と生産性の向上

井上 裕雄

1

お客様との長期的な
関係構築

3

モバイル・ソリューション・
プロバイダーへ進化

2

生産性の高い
店舗オペレーションの実現

4

IoT/5Gソリューションの
拡充

5

携帯電 話販売業界 のリーディングカンパニーに相応しい 、
公 正で誠実な企業活動を展開してまいります。

法人事業

コンシューマ事業

コネクシオ株式会社
代表取締役社長

経営基盤の強化

資本戦略

投資戦略

人事戦略

ESG/CSR経営

配当性向40％を目処
ROE15％目標

将来につながる
戦略的投資を実行

コネクシオを支える
人財投資を強化

ESG/CSR経営の
更なる推進

ESG/CSR経営のさらなる推進

には大きなコンプライアンス事案は発生していません。コンプライ
アンス遵守の観点から違反をゼロにするよう、日々の業務では細心
の注意を払い、ルールに則ったオペレーションを徹底しています。

当社を取り巻く事業環境は様々な変化が起こっていますが、ス
テークホルダーの信頼に応えるため、ESG/CSR経営をゆるぎない

2019年度業績振り返り、
2020年度の着地について

コンシューマ事業では、お客様が安心してご来店でき、従業員が
安全に就業できるよう、感染予防策を徹底したショップ運営に努め

ものにしていく必要があります。
「コネクシオプラン2020」にお

成長戦略としてのSDGsの取り組み

いてもESG/CSR経営を経営基盤に掲げ、環境（E）
・社会（S）
・ガバ
ナンス（G）の分野それぞれに重点項目を定め、取り組みました。

当社の CSR 活動を振り返ると、自社の利益の追求だけでなく、

ました。2020年4月の緊急事態宣言による営業時間短縮や受付内

環境では「事業プロセスにおける環境負荷の低減」に取り組むべ

全てのステークホルダーを視野に入れ、地域社会・環境などに配

2019 年度は、2019 年 10 月に改正電気通信事業法の施行と消

容の制限などにより、来店客数や端末販売台数は一時落ち込みまし

く、何よりもまず電力における脱炭素化が必須と考え、再生可能エ

慮した企業活動を積極的に行ってきました。しかし、一部では寄

費税増税、さらに2020 年 2 月以降は新型コロナウイルス感染症

たが、5月に解除された後は、3Gの停波や5Gのエリア拡大、携

ネルギーの導入を検討しており、一部のキャリアショップでは、太

付や寄贈の慈善活動を CSR と捉えており、本来の意義が伝わっ

の拡大により、事業環境が大きく変化いたしました。これらの影

帯料金値下げといった動きにより、回復傾向にあります。社会イン

陽光パネルを設置しました。また、東京都や京都市、横浜市をはじ

ていないという反省もありました。改めて CSR 活動の意義につ

響により、キャリアショップの運営などを担うコンシューマ事業

フラを担う社会的責任として、これまで以上にお客様に寄り添った

めとする各自治体が表明した「2050年までに二酸化炭素排出実質

いて社内浸透を図るとともに、2021 年度以降は 2030 年の当社

では端末の販売台数が減少しましたが、その落ち込みを2018 年

真摯な対応を実践し、ご来店いただいたお客様と通信キャリアか

ゼロ」の取り組みに貢献するべく、2020年度は社有車に初めて電

のあるべき姿を見据え、SDGs を成長戦略として取り組んでいく

度の先行投資で収益力が改善した法人事業とスマホ向け周辺商材、

らの信頼を高めていくことが重要だと考えています。また2019年

気自動車を8台導入し、当社のESG/CSR経営においても脱炭素や

ことにしました。事業にかかわりの深い 5 つの重要課題を中心に

法人向けヘルプデスクといった独自収益の伸長が補い、2019 年

度は、新規事業として保険代理店業界最大手、ほけんの窓口グルー

産業廃棄物削減などの取り組みを加速させています。

中期目標を達成させ、企業価値を向上させるとともに持続可能な

度は営業利益 9 期連続、当期純利益 8 期連続増益を達成しました。

プ株式会社とパートナー契約を締結し、保険代理店業を開始しまし

社会の「女性活躍・ダイバーシティ・健康経営の推進等」は、当

しかし、新型コロナウイルス感染症が拡大し続けた2020 年度

た。2020年度内に首都圏5店舗の出店を目指しています。ほけん

社が長年取り組みを続けており、
『⼈種や性別、年齢などの外⾒的

は、第 1 四半期の減益が通期でも補いきれず、減収減益を見込ん

の窓口グループは当社と理念をともにする点が多く、異業種による

な違いはもちろん、⼀⼈ひとりの多様な個性や価値観を尊重し、受

でいます。当社はこれまで増益決算を継続して達成しており、上

シナジーを発揮し、良いパートナーになれると確信しています。今

け⼊れ、活かし、チームワークのもとに⾼い成果を⽣み出していく』

場企業として、最後まで増益継続を追うべきとも考えましたが、

後はこの事業を軌道に乗せるとともに、コンシューマ事業のノウハ

という企業の成⻑戦略の一つであります。従業員⼀⼈ひとりが参画

従業員の健康と安全を第一に考え、あまり背伸びをした見通しと

ウを活かせる新たなビジネスを検討していきます。

意識を持って全社的な活動として取り組み続けていることで、一般

すべきではないと判断した次第です。増益決算が途絶えることは

法人事業においては、テレワーク需要の拡大で端末販売が好

財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が主催する「第5

悔しくもありますが、まずは業績目標をしっかりと達成した上

調、モバイル端末管理運用サービスなどの当社独自収益である

回ホワイト企業アワード」の「ダイバーシティ＆インクルージョン

で、全社一丸となって逆境を乗り切ってまいります。

モバイルソリューションが伸長しています。5G/IoT ソリュー

部門」受賞、経済産業省より「健康経営優良法人2020」に認定さ

ションにおいては、エッジコンピューティング・ゲートウェイ

れ、一定の評価がいただけたのではないかと考えています。より一

「CONEXIOBlackBear」を IoT ソリューションの中核デバイス

層の推進を図るため、2020年10月にはダイバーシティ推進委員

と位置付け、パートナー企業と連携強化を図り、製造業を中心に

会を設立しました。委員会を通じた活動が、当社のさらなる発展と

5G・IoT・AI/AR 活用による DX 実現や防災などの社会課題解

成⻑につながることを期待しています。

「コネクシオプラン2020」と
ニューノーマル時代における成長

決に貢献することができました。IoT 市場は今後ますます拡大し

ガバナンスでは「コンプライアンス・情報セキュリティの徹底

5G 時代を見据えた 5 つの事業戦略を柱とした中期経営計画

ていきます。引き続き、IoT 技術を活用して社会課題解決に貢献

等」に取り組みましたが、改正電気通信事業法の定めるお客様への

「コネクシオプラン 2020」
（2018 年度～ 2020 年度）は、最終年

するとともに、海外への販路を拡大し、グローバル案件の実績積

利益提供額の上限金額を超過する誤りが発生し、2020年5月に総

み上げに注力してまいります。

務省から総務省から指導を受けました。ただ、それを除くと全社的

度になっていずれの戦略においても新型コロナウイルス感染症拡
5

大防止への対応は避けて通れないものとなりました。
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社会の実現に向け邁進してまいります。
重要課題
（マテリアリティ）

中期目標

1.情報格差の解消と
豊かな情報社会の
実現

ICT利活用を通じたコミュ
ニケーション社会の発展
に貢献

2.ビジネス社会の
DX推進

5G/AI/IoTなどの最新テ
クノロジーの提供による
ビジネス課題の解決

関連するSDGs

地域社会のサイバー犯罪
3.事件・事故の発生防止
に対する対処能力の向上
と自然災害に強い
とIoT技術を活用した防
社会づくりへの貢献
災・減災への貢献
4.環境問題への
取り組み

二酸化炭素排出量の削減
と資源リサイクルの促進

5.ダイバーシティ&
インクルージョンの
促進

多様な人財が活躍できる
働きやすい環境づくり

Corporate Social Responsibility Report 2020
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特集1

POINT

5Gが拓くよりスマートな社会の実現へ

1

広がり続けるコネクシオの
IoTソリューション

エッジコンピューティング・ゲートウェイ「CONEXIOBlackBear」を
自社開発
IoTゲートウェイの利用シーンは国内外問わず急拡大しており、日本で構築した
IoTシステムを海外拠点で展開する動きが盛んになっています。この流れを受け、
ました。加えてエッジコンピューティング性能※ 1 も強化し、AIやAR ※ 2 技術を取
り入れたソリューションサービスの提供を可能にしました。
※1 各
 種デバイスの近くに多数のサーバーを配置するネットワーク技法。大容量データを高速処理
でき、データの見える化が可能になる
※2 拡張現実。現実世界の情報とデジタル情報を重ね合わせ、視覚的に現実を拡張した表現を可能
にする技術

打ち出しました。その戦略の一つ、
「IoT/5Gソリューションの拡充」を担う法人事業では、新たなソリューション

製

造

エッジAI

製造現場
データ
通知など
リアルタイム検知
作業者の行動デジタル化

CONEXIOBlackBear

新たなIoTソリューションで企業・社会の課題解決に貢献
当社は、ユビキタス

に始まり、M2M

から IoT へと、常に

築し、パートナー企業との連携は、IoTソリューション領域を広げ、

える IoT の導入・活用実績を有しています。これらの実績や蓄積

当社の特長である、測る・集める・届ける・活かすまでをカバー

したノウハウは、豊かな社会の実現のため、存分に活かしていか

したワンストップ支援をさらに強固にさせるものです。この2つの

なければならないと考えています。

ポイントを活かし、さらに幅広い分野・用途、そしてグローバル

中期経営計画「コネクシオプラン 2020」では、「5Gが拓くス
マート社会へ向け お客様接点の深耕と生産性の向上」を目指し、

〈 特長 〉
•海外主要国に対応
•AI活用
•車載対応

携です。BlackBearは新たなIoTソリューション展開の土台を構

最先端技術の活用に取り組み、多岐にわたる用途で 30 万台を超

にソリューションを展開していきます。
当社はそれぞれの課題に対し、現場に赴いて一つひとつ検証し

クラウドAI
データ蓄積

その場で判断

インフラ、自治体
インフラ設備
データ
遠隔保守
侵入者検知

メンテナンス

豊富なI/F

保守運用

POINT

「Nokiaローカル5Gテクノロジーパートナーシップ」契約を締結
しています。2020 年 12 月には、高い関心を集めているローカル5G/プライベー

ARなどを連携させたデータの見える化を行い、製造業、建設業、

に貢献していきます。

トLTEサービスに対応すべく、ノキアとパートナシップ契約を締結しました。
本パートナーシップにおいて、当社はローカル5G/プライベートLTEに対応し

（以下、BlackBear）の自社開発と、様々なパートナー企業との連

たエッジコンピューティングゲートウェイの開発・提供、ゲートウェイ内のソフ

水位の一括監視で防災・減災

インフラ

浄水施設の遠隔監視で災害対策

を担っていきます。

設備保全

特殊車両

IoT活用で製造業の付加価値向上

EU・アジアなどで遠隔稼働監視

建設現場での建機遠隔監視
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複数ある遠隔地の浄水関連施設のデータ
を一元管理し、災害時の復旧時間を短縮

センサーにより設備の稼働状況をリアル
タイムで見える化し、設備の不具合を予防

5月

エッジコンピューティング・ゲー
トウェイCONEXIOBlackBear
リリース

8月

シュナイダーエレクトリックと
連携しAR設備保全ソリューション
をリリース

9月

サンブリッジとの資本業務提携、
新たなIoTソリューション創出
を加速
CONEXIOBlackBearがAmazon
IoT Greengrass用AWSデバイス
認定を取得

2月

CONEXIOBlackBearがマイクロ
ソフトAzure対応デバイスに認定

6月

秦野市と河川水位観測の共同実
証実験開始
（神奈川県）

7月

福岡市水道局浄水場ポンプ設備
の予兆保全実証実験に共同参画
（福岡県）

8月

シュナイダーエレクトリックと
製造業向け設備遠隔監視ソリュー
ションを共同開発

10月

ノキアソリューションズ＆ネット
ワークスと動画解析AIによる異常検
知ソフトウェアの販売で業務提携

10月

製造業向けSmart Ready IoTソ
リューションセット4種をリリース

10月

ノキアソリューションズ＆ネット
ワークス・日鉄ソリューションズ
とローカル5G/プライベートLTE
ソリューションの共同検証開始

12月

ノキアソリューションズ＆ネッ
ト ワ ー ク ス と ロ ー カ ル5G/プ
ライベートLTEにおいてパート
ナーシップ契約を締結

今後期待される活用シーン
ビル管理
（プロパティマネジメント）

日本全国の河川1,600カ所の水位情報を
見える化し、地域住民へ情報提供

2019年

トウェア開発およびゲートウェイを中核としたIoTシステムインテグレーション

〈 IoTソリューション導入事例 〉
自治体

セキュリティ機能を強化した
Smart Ready IoTセキュアパック
をリリース

2020年

め、新たなIoTソリューションを創出し、持続可能な社会の実現

コンピューティング・ゲートウェイ※3「CONEXIOBlackBear」

11月

2

術に関しては「IoT/5G ソリューションの拡充」を掲げ、AI や

※1 あ
 らゆるところにコンピューターやネットワークが存在し、いつでも利用
可能である環境
※2「Machine-to-Machine

（機械から機械へ）
」の略。ネットワークにつながれ
た機械が相互に情報交換し、自動的に最適な制御を行うシステム、仕組み
※3 センサーなどのデータを集約し、インターネットを経由してサーバーデー
タへ転送させる、モノとインターネットをつなぐ中継機器

オプテージとの業務提携しIoT
ビジネスを拡大

10月

当社は様々な企業と連携し、社会課題の解決、企業のIoTによるDX 推進に貢献

AIやARなどを連携させたデータの見える化はこれまでになかっ

10月

データ分析

ながら解決へと導いてきました。これからも様々な課題解決のた

た技術であり、これを実現させるポイントとなったのが、エッジ

Smart Ready IoTソリューション
テンプレートをリリース

学習モデル

5G 時代を見据えた 5 つの事業戦略を打ち出しました。最先端技

公共分野の課題を解決してきました。

6月

・想定活用シーン（一例）

を提供し、企業の働き方改革や社会課題の解決に貢献しています。

※2

2018年

CONEXIOBlackBearはグローバル展開を前提に各国の電波法認証をクリアさせ

2018年度から2020年度の中期経営計画「コネクシオプラン2020」では、5G時代を見据えた5つの事業戦略を

※1

「IoT/5Gソリューションの拡充」
の主な取り組み

遠隔で一元監視し、遠隔保守、稼動分析、
作業員の安全を確保

スマート工場化の促進
など
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変わらぬ価値を提供し続けるために

特集2

ニューノーマル時代に おける
スマホ教室のこれから
重要な社会インフラとして普及しているスマー
トフォンを、お客様に安心・安全・快適にご利用
していただくため、コネクシオはドコモショップ
直営店にてスマホ教室を開催しています。お客様
の意識や行動が変化するコロナ禍で、今後もお
客様に満足いただけるスマホ教室を継続するた
めに何が求められているのか、2019年全社表彰
「社長賞」受賞した東海エリアスマホ教室CFT ※
代表に、担当エリアの実情および今後の展開を聞
きました。
（取材：2020年11月時点）

キャリアショップにおける
新型コロナウイルス感染症拡大防止
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、細心の注意を払って
キャリアショップの運営にあたっています。

東海エリアスマホ教室CFT代表

東海ショップ営業部 営業三課 課長代行

石井 宗行

Q
A

コロナ禍でのスマホ教室の現状は？
ニーズは高く、想定以上の参加者数とリピート率です。

スマホ教室は1 度目の緊急事態宣言下での休講を経て2020 年 7 月に再開しました。お客様、スタッフの安心・安全を最優先に、
ソーシャルディスタンスを保つため1 回の受講者数を4～8 名に絞って開催しています。自粛ムードが続き、ショップ自体の来客数

［主な対策］
◦衛生管理の徹底
◦スタッフはフェイスシールドまたは
マスク・ゴーグルの着用
◦ソーシャルディスタンスの確保
◦飛沫を防ぐためのアクリル板の設置
◦密集を防ぐための来店予約の強化
など

は減少していますが、スマホ教室は想定よりも参加者数が多く、
「再開を心待ちにしていた」という声もいただき、関心の高さを実感
しています。災害時は情報収集ツールとしてスマートフォンを役立てたいと考える方が多くなりますが、そのような背景もあるので
はないでしょうか。参加者数は徐々に増え、リピート率は85～90％にもなり、高い評価をいただけているものと自負しています。

Q
A

※C
 FT（クロス・ファンクショナル・チーム）
：経営課題の解決などのため、
全社横断的に選ばれたメンバーで構成されたチームのこと

コロナ禍でも対面形式で実施する意義は？
一人ひとりに合わせた深いコミュニケーションが可能です。

コロナ禍でオンライン化・効率化が加速したのは事実です。しかし、リアルな空間で講師が参
加者一人ひとりに目を配り、声や表情の微妙な変化を感じ取って理解度や要望に合わせて柔軟に
話す内容を変えていく。これはリアルな場に集うからこそ可能な対応です。また、参加者の習熟

東海エリアが取り組むスマホ教室クロス・ファンクショナル・チーム
（CFT）

度を確認し、個々の希望を聞きながらより適した講座を案内できる点も対面形式のメリットです。
効率的でない面もありますが、お客様目線で開催しているからこそ、コロナ禍でも想定を上回
る参加があり、「使い勝手がよくなった」
「毎日が楽しい」といった声をいただけているのも、地
域社会に根ざした教室になりつつある証だと理解しています。

〈 概要 〉

ソーシャルディスタンスを確保してス
マホ教室を開催
（ドコモショップ藤枝店）

2017 年、コネクシオはスマートフォンの利用方法を学びたいという多くの声にお応えすべく、
千葉県船橋市のドコモショップ直営店にてスマホ教室をスタートしました。2018 年からドコモ主

Q
A

導で全国展開を図る中で、講師の質向上はもとより、より充実した講座の開講に向けて東海エリア
で発足させたのが、スマホ教室クロス・ファンクショナル・チーム（CFT）です。
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の東海 4 県を代表する店長、エリアリーダーを兼ねる専任講
師を中心に組織した CFT の運営を進める中で、県をまたいだショップ間・講師間の連携が強化さ
れ、講座の実施体制の充実につながりました。そして全日開催を目標に各ショップで開催を重ね

様々な変化があっても、
「お客様目線」は変えないことです。

講座の質・講師のスキルのさらなる向上と、全日開催を引き続き推進していきます。しかし、全日開催は状況に応じ、安全を優

た結果、東海エリアは 2018 年度、2019 年度のスマホ教室の実施回数・参加者数において社内
で断トツトップの数字を記録、社長賞を受賞しました。

スマホ教室の価値を提供し続けるために必要なことは？

2019年度東海エリアスマホ教室CFTメンバー

先した対応が必須です。コロナ禍でもいつでも受講できるようにするには、オンライン教室や出張教室など、来店せずに受講でき
る選択肢を増やす必要性を感じています。また、スマホ教室はシニア向けというイメージを変え、若い世代が参加したくなる講座

CFTの主な活動内容

東海エリア 2019年度スマホ教室実績

◦スマホ教室の運営に関する方針・内容
の協議
◦講 師間の連携強化等を視野に入れた
エリア会議の開催
◦講師のスキルアップ研修の実施 など
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を開設し、認知度アップに努めていきたいです。どの世代もスマートフォンを安心・安全・快適に利用するための知識を持ち、IT
※ 数値は全てコネクシオ運営ドコモショップの実績

参加者数

（全社参加者数 628,070名）
1ショップ当たり参加者数／月

300 名（全社平均 219名）

後押しすることになるでしょう。

全日開催店
（3回／日）

147,687名

東海エリア
ショップ数

41

店

40 店

リテラシーを向上させることは、結果的に社会全体のデジタルトランスフォーメーションを
社内的な視点では、スマホ教室はミドル人財の新たな活躍の場となっており、エリアリー

20日開催店
（3回／日）

1店

ダー兼専任講師となった 40 代以上の従業員が豊富な経験を活かすことで、参加者から大き
な信頼を得ていると感じています。
今後もお客様目線、安心・安全・快適を大前提としたスマホ教室を継続し、社会にも会社
にも貢献していきたいです。

講師の研修を行い各教室の情報を共有

Corporate Social Responsibility Report 2020

CONEXIO

10

CSRマネジメント

ESG・CSR経営の推進
「コネクシオプラン 2020」に掲げた事業戦略の一つ「経営基盤の強化」において、事業プロセスにおける環境負荷の低減、女性活躍・

価値創造を通じた社会課題の解決と企業としての持続的成長の実現に向けたフレームワークを構築しています。

ダイバーシティ・健康経営の推進、ガバナンス・コンプライアンス・情報セキュリティの徹底など、重要課題（マテリアリティ）に関連した

CSR方針

中長期に取り組むべき課題を選定し、ESG・CSR 経営のさらなる推進に取り組んでいます。

私たちコネクシオは、自らの目指す姿を「人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントに込め、その実現に向け事業を推進し
ています。当社が取り組む事業は、様々なステークホルダーの方々によって支えられており、それらの皆様の期待に応え信頼を得ていくこ
とが、企業としての存在価値を高め、社会的責任を果たすことにつながると考えています。ステークホルダーの皆様との信頼構築を基軸と
する「コネクシオCSR 方針」を2015 年 9 月に制定し、事業を通じたコネクシオがなすべきことや判断基準を明確にしました。

CSR方針

Environment

環境

Social

お客様に心から満足いただける質の高いサービスの提供

●

社会

●

Governance

●

ガバナンス

私たちコネクシオのCSRは、

事業プロセスにおける環境負荷の低減
（使用済み携帯電話の回収・産業廃棄物の削減・電気使用量の削減）

●

働き方改革推進による従業員満足度向上

インターネットの安心・安全な利用に向けた啓発活動

●

女性活躍・ダイバーシティ・健康経営の推進

●


コンプライアンス・情報セキュリティの徹底 ● 取締役会の監督機能のさらなる強化
取締役・執行役員の中長期インセンティブ導入

●

事業を通じて「人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメントを具現化することです。
コミュニケーション・ネットワークの世界で、ステークホルダーの皆様とともに、豊かな社会の実現に貢献します。

ステークホルダーとの関わり
お客様

企業は、ステークホルダーからの信頼に応えるため、環境や社会に配慮した資源循環型社会の実現に貢献し、様々な社会課題解決の責務

安心・安全で快適な暮らしの実現に貢献するため

に、コミュニケーション・ネットワークを通じて、

を果たすことが期待されています。当社は多様化する社会の要請に応えるため、コンプライアンスを徹底し、環境や社会に十分配慮した質

スをお届けします。

います。各ステークホルダーとの関係およびエンゲージメント方法については下表の通りです。

の高いサービスの提供を行うことで自らの成長の歩みを着実に進め、持続可能な社会の実現に向け、役員・従業員が一丸となって貢献して

常に新しい価値とお客様の期待を超えるサービ

地域コミュニティ
事業活動を行うあらゆる地域と協調・
連携を図り、地域の一員として、事業を
通じた地域社会の発展に貢献します。

主なステークホルダー

従業員

お客様

従業員の満足なくしてお客様のご満
足はないと考えます。従業員の多様な

地域
コミュニティ

従業員

職場づくりを推進します。
株主・
投資家

お取引先

お取引先

健全で透明な経営を推進し、事業・財務状況を適

公正・誠実な取引を通じて、電気通信事業者をは

応えるため、高い成果を生み出し、企業価値の持

構築します。高い倫理観と責任ある行動で全ての

続的な向上を目指します。

部統制、情報セキュリティ、環境、ワークライ
フバランス、ダイバーシティに関する各種委員

コンプライアンス委員会

社長

会を設置し、活動方針の決定、活動状況のモニ
タリング、重要事項の決定を行います。

マネジメント・コミッティ

パーソネル・コミッティ

よび総務部長で構成しています。業務執行上
の意思決定の適切性および効率性の向上のた
めに、総務部を事務局とし、社長を補佐して
います。
11
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内部統制委員会
情報セキュリティ委員会

常任メンバーは、社長を議長とし、本部
長、部門長、内部監査部長、経営企画部長お

お取引先

コンプライアンス経営を重視し、公正・公平な取引を徹底するとともに、情報セキュリ
ティの確保に努め、社会から信頼される事業活動を推進しています。

株主・投資家

CSR・コミッティ

環境委員会

持続可能なビジネスモデルでの企業価値の極大化を目指していきます。

地域社会

地域の一員として、事業を展開する地域との交流を深め、事業を通じた地域社会の発展に
貢献しています。

行政

経営の高い透明性、公正性を確保し、社会的に責任ある行動を取り続けていくために、
企業統治、コンプライアンス、リスク管理の充実に努めています。

環境

環境方針に基づき、日々の事業活動の中で直面する環境への影響を定期的に評価し、継続
的改善を図りながら環境保全活動に取り組んでいます。

お取引先の期待と信頼に応えます。

・CSR推進体制図（2020年10月1日現在）
取締役会

従業員

従業員の一人ひとりが主役であることを「経営姿勢」に掲げ、人権を尊重し、保護し、満た
し、
実現する企業経営に取り組んでいます。また、
従業員がより活躍できるワーク・ライフ・
バランスの実現を目指しています。

じめとする全てのお取引先と共存共栄の関係を

CSR推進体制
CSR・コミッティは、コンプライアンス、内

安心・安全で快適な暮らしの実現に貢献するために、コミュニケーション・ネットワーク
を通じて、新しい価値とお客様の期待を超えるサービスをお届けしています。

営業活動
● スマホ教室
● ウェブサイトでの情報発信
●

従業員満足度調査
（エンゲージメントサーベイ）
● 全社表彰制度
● 内部通報制度
●

業務委託
調達活動
● 共同事業運営
●
●

株主総会
財務情報開示
● 投資家向け説明会
●

株主・投資家
時かつ適切に開示します。株主・投資家の期待に

エンゲージメント方法

お客様

個性を尊重しながら、一人ひとりが能

力を発揮し、仕事と生活を両立できる

ステークホルダーとの関係

●

スマホ教室
地域行事への参加
● e-ネットキャラバン
●
●

●
●

●
●

法令遵守
地方自治体との連携
環境負荷の低減
生物多様性の保全

SDGs（持続可能な開発目標）達成への取り組み
2015 年 9 月、国連で採択された SDGs は、官民共通の目標として
課題解決が求められていることが特徴です。コネクシオは SDGs 達成
のため、6 つの重要課題（マテリアリティ）を特定し、関連する 13 の目
標達成に向け取り組みを進めています。幅広いテーマについて施策の
検討や取り組みの推進を環境委員会で行い、全社に展開させています。

ワークライフバランス委員会
ダイバーシティ推進委員会

Corporate Social Responsibility Report 2020
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重要課題（マテリアリティ）
とKPI
重要課題（マテリアリティ）の特定

KPIと目標・実績および取り組み

2016 年にSTEP1からSTEP4のプロセスで決定した重要課題につき、2019 年度から見直しの検討を始め、2020 年度に「環境」を新た
に追加しました。

ESG

重要課題

2019年度 2019年度 2020年度
目標
実績
目標

KPI

KPI の見直しも併せて実施し、「お客様より高評価を頂いている店舗の数」
「正社員定着率」
「一人当たりのコンテンツ受講数」
「エンゲージメ
ントサーベイ」
「産業廃棄物削減」
「社有車のエコカー購入」
「電気使用量削減」を追加しています。

マテリアリティの見直しにあたり、ISO26000や携帯電話業界における社会問題、SDGs
などを参考に、社会的課題を整理・把握しました。

社会的課題の整理・把握
STEP2

コ ー ポレート・ガバ ナンスの
継続的強化

●

G

ガバナンス

STEP1

コンプライアンス・ 重大なコンプライアンス
情報セキュリティ 違反件数

STEP3

STEP4

企業統治、
コンプライアンス、
リスク管理の充実のため、
公正・公平な取引を徹底するとともに、
情報セキュリティ
の確保に努め、社会から信頼される事業活動を推進
します

キャリア上級資格保有率※1

顧客満足

関連するSDGs

従業員満足

コンプライアンス・
情報セキュリティ
環境

継続

顧客満足

関連するSDGs

50.0%
以上※2

お客様より高評価を
頂いている店舗の数

変更

有給休暇取得率

継続

64.0%

66.4%

64.0%

男性育児休業取得率

変更

80.0%

62.0%

ー

170件

ー

111店舗

前年以上

キャリアスキル資格取得支援

●

電気通信事業法改正に向けた
取り組み

●

顧客満足向上に向けた従業員
能力の向上

●

あ んしんショップ 認 定 制 度 の
運用継続

●

ー

フィルタリングサービスの提供

●

時間外労働時間の削減

●

男性育児休業取得率
（5日）

変更

ー

ー

75.0%

計画有給休暇取得の推奨
健康管理支援

●

ワ ーク・ライフ・バ ランス の
推進

●

育児休業復職率

変更

90.0%

89.4%

ー

ー

ー

92.5%

ー

ー

95.6%

両立支援制度の活用

●

新規

女性管理職比率※3

継続

10.0%

11.0%

12.0％

女性監督職比率※4

継続

25.0%

25.9%

26.0％

障がい者雇用

●

女性活躍

一人当たりの
コンテンツ受講数
（科目／人）

メンター制度・トレーナー制度

●

教育・研修
（コネクシオカレッジ）
の拡充

●

新規

ー

ー

4.0

エンゲージメントサーベイ※5 新規

ー

ー

65点
（C＋）

働きが い・やりが いに関する
組織の状況を見える化

●

「スマホ教室」活動の推進

事業を通じた

人財育成

地域貢献

スマホ教室受講人数

継続

63万人※6

※7
（未定）

職業体験の実施

●

産業廃棄物削減
（前年比）
E

環境

社有車のエコカー購入
（新規購入比率）

新規

※1
※2
※3
※4

－

－

10%減

省エネ・省電力

●

KICK「環境にいいコネクシオ
の活動」の展開

●

新規

電気使用量削減
新規
（原単位前年比かつ5年平均）

関連するSDGs

40万人

e-ネットキャラバンへの参画

関連するSDGs

成果に対し、公正・公平な評価と処遇を行うことで、
成長を大きく後押ししています。既存事業に捉われな
い幅広いフィールドで活躍できる人財を育成し、会社
の成長と社会貢献の原動力となることを目指します

公的機関
（警察・市役所）
と連携
した啓発活動

●

●

環境

働き方や価値観の多様性を受け入れ、
一人ひとりの個性を尊重しながら、誰
もが能力をいきいきと発揮して、仕事
と生活の両立を図っていける職場環
境をつくります

関連するSDGs

Corporate Social Responsibility Report 2020

63.9%

●

従業員満足

域社会の発展に貢献します

CONEXIO

人権尊重

●

●

事業を通じた
地域貢献
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50.0%
以上

お客様から頂いた
感謝の声の数

正社員定着率
（ライン職・営業職・専門職）

コミュニケーション・ネットワークを
通じて、新しい価値とお客様の期待を
超えるサービスを提供します

人財育成

地域の一員として、事業を展開する地
域との交流を深め、事業を通じた地

コンプライアンスの徹底

●

内部通報制度

前年
変更 （195件）
以上

正社員定着率
（販売職・サポート職）

社会

関連するSDGs

0件

●

S
省エネルギー・省資源および汚染の予
防に取り組み、事業プロセスにおける
環境負荷を定期的に評価し、
継続的改
善を図ります

0件

情報セキュリティの高度化

代表取締役社長を議長とするCSR・コミッティで経営陣による議論・検討を行い、当社として
取り組むべきマテリアリティを決定しました。

重要課題の特定

0件

●

上記課題について定性と定量による分析を行い、当社事業と社会の両面から、当社にとって
特に重要と判断される課題を抽出しました。

重要課題候補の定性・定量評価

継続

●

当社のステークホルダーの立場に近い従業員が、取り組み内容と優先順位を整理しました。

ステークホルダーの意見の集約

主な取り組み

－

－

100%

エコカー導入

●

－

2019年度までは重要課題「人財育成」のKPIであったものを2020年度から変更
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、資格試験受験機会の減少を考慮し設定
女性管理職：課長職以上
女性監督職：店長等の責任者

－

1%減

生物多様性保全への貢献

●

※5 株式会社アトラエが提供するwevox
（ウィボックス）
を利用し調査
※6 2019年4月1日〜2020年3月31日までの実績
※7 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で未設定
（2020年11月現在）
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情報セキュリティ
関連するSDGs

ガバナンス

セキュリティ・コンプライアンス意識向上の取り組み

日々お預かりする膨大なお客様情報を適切に管理・保護してい

当社ではショップの情報事故およびコンプライアンス事案を未

くことは、社会の信頼に対する当然の責務であると考えていま

然に防止するため、ドコモショップ・au ショップ・ソフトバン

す。当社はこの責務を果たしていくことを経営の最重要課題と位

クショップ・楽天モバイルショップの各キャリアショップにおい

置づけ、「情報セキュリティポリシー」と「個人情報保護の基本

て定期的にセキュリティチェックを行っています。チェックの結

方針」を定めています。2004 年 8 月、業界に先駆けて「情報セ

果は各ショップの営業管理部署にフィードバックし、指摘事項の

キュリティマネジメントシステム（ISMS）」認証を取得し、この

改善に努めています。

制度が国際標準規格「ISO27001 認証基準」へ移行後も認証取
得を継続しています。現在、法人営業部門（本社、日本橋ビジネ

コーポレート・ガバナンス

スセンター、赤坂ビジネスセンター、関西支社、豊洲事業所）、
法人スマートサービス部門、量販営業部門（辰巳事業所、札幌開

経営の高い透明性・公正性を確保し、社会的に責任ある行動をとり続けていくために、企業統治、法令遵守、リスク管理の充実に
努めています。
当社は、
「人をつなぐ、価値をつなぐ」という理念ステートメ

とした委員で構成される指名・報酬委員会およびガバナンス委員

ントのもと、安心で快適な社会の実現に貢献することで、全ての

会を設置するなどにより、経営の監督機能を強化しています。

ステークホルダーの皆様との信頼の絆を深め、継続的な企業価値

さらに、内部監査部、内部統制委員会による組織的な内部牽制

の向上を図りたいと考えています。そのための基本方針として、

機能の強化も図っています。また、株主の権利・平等性が実質的

コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題であ

に確保されるよう適切な対応を行うとともに、適時・適切な情報

ると認識しています。監査役（監査役会）設置会社として監査役会

開示や投資家の皆様との対話の充実に努めています。以上を当社

からの監視に加えて、複数の独立社外取締役・監査役を選任し、

のコーポレート・ガバナンスに関する考え方および基本方針とし、

また取締役会の任意の諮問機関として独立役員の構成比を過半数

実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めます。

選任・解任

パーソネル・コミッティ

ガバナンス委員会

CSR・コミッティ

報告

監査

会計監査人

連携

シオウィズが認証を取得しています。

躍できるようにダイバーシティ経営を促進しています。具体的な

「情報セキュリティポリシー」
「個人情報保護の基本方針（プライバシーポリ
シー）」の詳細は、当社ホームページでご紹介しています。

情報セキュリティポリシー
https://www.conexio.co.jp/policy/security

内部監査部

会計監査

取り組みとして、同性パートナーを配偶者として認定する社内制
度や LGBT ※に対するハラスメント禁止を社内規程に追加してい
ます。

※ L esbian（ 女 性 同 性 愛 者 ）
、Gay（ 男 性 同 性 愛 者 ）
、Bisexual（ 両 性 愛 者 ）
、
Transgender（性別越境者）の頭文字をとった言葉であり、セクシュアル・マ
イノリティ（性的少数者）の総称のひとつ

個人情報保護の基本方針
（プライバシーポリシー）
https://www.conexio.co.jp/policy/privacy

内部通報制度
上長が不正行為などに加担している、または、上長に報告したが
是正されないなど、上長に報告が困難である場合、CCO、総務部長、

がないことを、受付スタッフとは別のスタッフがお客様に再確認

社外の弁護士に直接連絡ができるホットライン窓口を設け、報告が

内部統制委員会

をしています。2 名で確認をすることで、お客様にご契約の重要

適正に行われる体制をとっています。通

性をお伝えするとともに、スタッフは責任感をもって応対をする

報者には、報告したことで不利益を被ら

ことを心掛けています。

ないように配慮して、調査を行います。

情報セキュリティ委員会

また、一人で悩まずにいつでも相談で

ワークライフバランス委員会
ダイバーシティ推進委員会

きるよう、各職場に「相談窓口ポスター」

監査

を掲示しています。

コンプライアンス

リスクマネジメント

コンプライアンス経営を重視し、公正・公平な取引を徹底するとともに、情報セキュリティの確保に努め、社会から信頼される
事業活動を推進しています。

2020年以降は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による世界的な経済の不確実性の高まりが懸念されていますが、緊急時
に不可欠な社会インフラを担う社会的責任を踏まえ、お客様と従業員の安全を確保した営業継続を目指していきます。

コンプライアンスを社内に徹底させることを目的にコンプラ

的なモニタリングなどを行っています。また、事業活動において

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

サイバー攻撃対策

イアンス委員会を設置しています。四半期ごとに開催する定例コ

遵守すべき事項を「企業行動基準」に定め、
「理念ステートメント」

ンプライアンス委員会では、チーフ・コンプライアンス・オフィ

とともにカード化し、全ての役員と社員が社員証ケースに入れて

ショップの店頭においては、衛生管理、飛沫対策はもちろんのこと、リモート接客

サー（CCO）が委員長を務め、当社コンプライアンスプログラムの

携行しています。このような取り組みの結果、2019 年度の重大

の対応ができる環境づくりに努めています。本社・支社などの管理業務の拠点では、

てのテレワーク拡大に乗じて、ランサムウェ

方針に沿った具体的な諸施策・社内教育の策定、実施状況の定期

なコンプライアンス違反件数は、0 件でした。

ペーパーレス化の推進とネットワーク回線の増強を行い、テレビ会議・テレワークに

ア、標的型攻撃メール、ビジネスメール詐欺な

支障のない環境を整

どが国内で多く確認される中で、これらに対す

備しています。

る注意喚起、訓練の実施、教育を強化していま

・コンプライアンス体制図
取締役会

定期報告

CSR・
コミッティ
（社長）

15

目指し、多様な個性や価値観を持った社員一人ひとりが、より活

コンプライアンス委員会

環境委員会

連携

報告

差別やハラスメントの起こらない人権を尊重した職場づくりを

部門（新宿東口オフィス）、情報システム部、特例子会社コネク

当社のキャリアショップでは、お申込みいただいた内容に誤り
マネジメント・コミッティ

企業理念

選任・解任

報告・議案の付議

指名・報酬委員会

監査役会
連携

社長

各部門

株主総会

諮問・答申
監査

選任・解任

業務執行・報告
諮問・答申

選定・監督

取締役会

通センター、札幌テレマーケティングセンター）、コンシューマ

携帯電話不正利用防止法遵守の取り組み

・コーポレート・ガバナンス体制図（2020年10月1日現在）

人権の尊重に関する取り組み

CONEXIO

諮問

答申

必要に応じて報告

コンプライアンス
委員会
（CCO）

「内部情報」報告

「内部情報」報告
チェック・アドバイス

Corporate Social Responsibility Report 2020

コンプライアンス相談窓口

相談

ホットライン窓口
事務局

「内部情報」報告

顧問弁護士

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とし

す。また、ウイルス対策ソフトも見直し、セ
従業員

キュリティ対策をより一層強化しています。

「内部情報」報告

主管者

「内部情報」報告

コネクシオ
各部・支社
および
グループ会社

ソーシャルディスタンスを確保した上で
7月よりスマホ教室を再開

接客カウンターに対面接客
フェンスを設置

Corporate Social Responsibility Report 2020
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電気通信事業法改正に向けた取り組み
関連するSDGs

顧客満 足

らの貴重なご意見・ご要望を収集し、サービスや応対の向上につ
なげています。来店予約制の導入、待合コーナーの設備の充実、

2020 年 10 月に総務省で「モバイル市場の公正な競争環境の
整備に向けたアクション・プラン」( 下記 ) がまとめられました。
産を守り、社会経済活動を支える重要インフラとしての役割を果
利用者にとって分かりやすく納得のできる料金・サービスの実現
が求められています。お客様が低廉で多様なサービスの中から自
らのニーズに合ったものを利用できるよう、当社では改正法に関

安心・安全で快適な暮らしに貢献

する各種勉強会を行うと同時に、ルールに関し社内周知と徹底を

「お客様に長く愛されるお店」に向けた取り組み
5G で豊かな未来をつくっていく。そして、楽しさ・驚き、満

ていきます。多くのお客様に継続的にご来店いただけるよう、魅

足・安心といった価値や感動、事業を通じた産業への貢献、社会

力ある店づくりを進め「お客様に長く愛されるお店」を目指して

課題の解決、そして商流拡大といった新しい価値の共創を実現し

いきます。

永山 由美

コロナ禍でも、他のショップではなく私たちのショップへ、わざわざ足を運んでくださるお客様には、感謝
の気持ちでいっぱいです。当店はご来店されたお客様に、検温・手指消毒をお願いする他、一目で消毒済みと
分かるような配慮をしています。2020 年 8 月にショップを移転し、スマホ教室で使用する机の上にアクリル
ボートを三方に設置し、講師が操作するスマートフォンを間近で見られるディスプレイも設置し、安心して受
講いただける環境づくりを行いました。「地域一番に選ばれるショップ」を目指して、今後もお客様に寄り添っ
ていきます。
▶︎手前：利用中カウンター、奥：消毒済みカウンター

お客様に接する上で私が一番大事にしていることは、先入観を持って会話をしないということです。
auの様々なサービスに対し、私自身も正直な感想として「このサービスは良いな」
、
「このサービスは自分に
は当てはまらないな」などと思うことがあります。でも、それは私個人の価値観であって、目の前のお客様の

一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会（以下、全携協）で
は、2017 年 1 月より総務省の支援と各キャリアの参画により、
「あんしんショップ認定制度」の運
当社は、全携協の理事会社として

モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けた
アクション・プラン(抜粋)

制度の開始当初から、直営全ショッ

1.基本的な考え方
•携帯電話は生活必需品となり、国際的に遜色がない水準で国民・
利用者にとって分かりやすく納得のできる料金・サービスの実現
が必要。
•総 務省は、モバイル市場における公正な競争環境を確保するた
め、以下の事項を強力に推進。
•携帯電話事業者においても、公正な競争環境の下、各自の経営判
断に基づき、不断の取組みを行なうことが期待される。
２．具体的な取組み
［第１の柱］分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現
［第２の柱］事業者間の公正な競争の促進
［第３の柱］事業者間の乗換えの円滑化
（2020年10月27日総務省「モバイル市場の公正な競争環境の整備
に向けたアクション・プラン」の公表別紙2より引用)

プで認定を受けています。今後もお
客様にさらなる安心をお届けできる
ようショップ運営に努めていきます。
あんしんショップ認定マーク

フィルタリングサービスの提供
近年、スマートフォン・携帯電話を経由したSNS 等に起因した
トラブルや被害にあうお子様が増加傾向にあります。実際に被害
を受けたお子様のうち、約 9 割が被害時にフィルタリングを利用
していませんでした。
（警察庁生活安全局少年課調べ）
こうした状況下、18 歳未満の青少年が利用するスマートフォ
ンや携帯電話に関連する契約を行うにあたり、原則「フィルタリ

お客様の声を活かす取り組み
原 祐太

あんしんショップ認定制度

用をしています。

図っています。

安心・安全で快適な暮らしの実現に貢献するために、コミュニケーション・ネットワークを通じて、新しい価値とお客様の期待
を超えるサービスをお届けしています。

auショップ都島駅前 副店長

いただけるよう取り組んでいます。

携帯電話は、いまや生活必需品であるとともに、人々の生命・財
たしています。2019 年以降電気通信事業法の改正で、ますます

ドコモショップ一宮店（岡山県）トレーナー

ショップ内勉強会によるスタッフスキル向上等、お客様にご満足

ングサービス」へご加入いただき、販売時に設定を行うことが法
令等で義務付けられています。各キャリアショップでは、お子様

お客様一人ひとりのスマートライフを実現させるために、お

をトラブルから守るため、
「フィルタリングサービス」の重要性

客様の声を感謝の気持ちを持ってしっかり受け止め、その期待を

を保護者の方にお伝えし、安心・安全にご利用いただける環境づ

上回る価値を提供しなければならないと考えています。お客様か

くりに貢献しています。

価値観に当てはまるとは限りません。価値観は人それぞれです。お客様としっかり対話し、ニーズを発掘して、
できるだけ多くのサービスを提案することを心掛ければ、本当の意味での「安心・安全で快適な暮らし」を提
供することができると確信しています。

楽天モバイル 接客コンテスト
「最優秀賞」
「ＳＯＧＡＷＡ賞」を受賞
ソフトバンク川崎小田栄

才田 晃世

2020 年 7 月、ショップスタッフの応対品質向上を目的とした、楽天モバイルの「第 1 回接客コンテスト」が開催されました。新

私はお客様と常に真摯に向き合うことを大切にしています。わざわざショップへご来店されるのは何か目的
があるということ。お客様がお悩みを解決して気持ち良くお帰りいただけるよう意識して接客しています。ま
た、最近はオンラインでお手続き可能ですが、契約手続きは料金プラン等が複雑で、自力で対応できないお客
様も多くいらっしゃるように感じます。いざオンライン手続きしてみたものの分からない、とおっしゃるお客
様に説明を丁寧に行い「やっぱりショップできちんと説明してもらう方が良いね！」とのお声を幾度となく頂
戴することが、とても励みになっています。

型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑み、動画選考形式で実施された本コンテストには、楽天モバイルの全 571 ショップから総勢
106 名がエントリーし、1 次選考・2 次選考を経て 8 名が最終選考に進みました。
コネクシオからは、イオンモール岡山店、くずはモール店（大阪府）、京都四条通店からエントリーした計 3 名が最終選考に残り、
イオンモール岡山店のスタッフが全ショップの投票結果で決定する「最優秀賞」と、楽天幹部の投票により選出される「SOGAWA
賞」をダブル受賞しました。
受賞者の声

楽天モバイルららぽーと沼津店 店長

久保山 真那

オンラインで簡単に申込みいただけるにもかかわらず、ショップにお越しくださるお客様に、
「やっぱり

ショップに来てよかった」とご満足いただけるようなより良い接客、よりお得なサービスをご提供することが
私たちのミッションです。そのために、お客様のどんな小さなサイン( 言葉）も逃さずに捉え、お客様にマッチ
したご提案をできるよう心掛けています。お客様との対話はもちろんのこと、日々新しい情報を収集すること
も大切です。私たちの知識が広がれば、お客様の生活をより良くするご提案の幅も広がります。お客様の笑顔
や「ありがとう」の一言が最高にうれしいです。
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楽天モバイルイオンモール岡山店 チーフ

小野 乃生子（表紙モデル）

予選から決勝までずっと楽しくコンテストに参加することができ、さらにダブル受賞という結果まで残
せて、本当に嬉しいです。練習に付き合ってくださった店長、岡山店スタッフの協力があったからこその
受賞だと思います。
日常の業務では、限られた時間の中で、お客様の記憶に残る接客を心掛け、利用シーンにあった提案が
できるよう何気ない会話にも常にアンテナを張っています。現在は、コロナ禍のためにマスクで顔半分が
隠れていますが、目元だけでも表情が伝わるように、いつも以上に笑顔を意識しています。今回の受賞を
機に、より接客応対に磨きをかけていきたいです。

Corporate Social Responsibility Report 2020
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ダイバーシティ推進体制

関連するSDGs

従業員 満足

2012年10月に多様性推進室を設立し、女性活躍推進、両立支援やワーク・ライフ・バランスの充実、働き方改革等、ダイバーシ
ティに特化した業務を推進しています。
2020年10月には、社長を議長とするCSR・コミッティの配下に、ダイバーシティ推進委員会を設立しました。
ダイバーシティ推進委員会を通して、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う生活様式の変容をはじめとする急激な外部環境の変化、
価値観の多様化への対応をさらに強化・促進し、従業員一人ひとりが自分らしくいきいきと働ける職場環境の整備を目指します。

働きがいのある職場づくり

働きやすい職場づくり
一人ひとりの個性を尊重しながら、誰もが能力をいきいきと発揮して、仕事と生活の両立を図っていける職場環境づくりを進め
ています。

多様な人財が働きがいを感じながら、能力を最大限に発揮で

し、キャリア形成を図れるよう、変形労働やフレックス勤務など

きる職場づくりを推進しています。女性雇用率が高い当社は

の柔軟な勤務形態を導入しています。また、業務内容によっては

（2020 年 4 月 1 日現在で 52.9％）、出産や育児などライフイベ

在宅勤務やモバイルワークを積極活用し、社員のワーク・ライ

ントによって働き方が制限されがちな女性社員が継続して活躍

フ・バランスの充実に向けて取り組んでいます。

ワーク・ライフ・バランスの推進
ワークライフバランス委員会

総労働時間の圧縮（多様な働き方の実現）

女性活躍の取り組み

働きやすい職場環境づくりや社員の心身の健康増進を主軸とし

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としての在宅勤務や接

ていた安全衛生委員会を 2020 年 10 月に「ワークライフバラン

客応対改善といった働き方改革に加え、有給休暇取得の推進活

2014 年度から、将来の女性リーダー発掘や育成のため、半年

ス委員会」へと発展させ、今まで以上に働きやすい職場環境づく

動、総労働時間の圧縮に取り組みました。働き方改革関連法に伴

間にわたる女性マネージャー育成塾を開催し、マネジメントに必

りや心身の健康増進に加え、社員の仕事と生活の調和のための取

う年次有給休暇 5 日取得の義務化についても、2019 年度は社員

要となる知識のインプットや自部門での課題解決に挑戦すること

り組みを行っています。

全員が達成しました。継続して、年度の早い時期で義務化の有給

により、リーダーとしての成長を図っています。

休暇 5 日を取得し、政府が目標に掲げる有給休暇 70％以上の消
化を目指していきます。

審議・検討事項
•多残業の発生状況

•総労働時間の状況

•有給休暇の取得状況

•労働災害事故の発生状況

•心身の健康管理の推進状況 •産業医の面談状況

女性管理職

21

2020 年度には、女性マネージャー育成塾の卒塾生を対象に、
1 ～ 2 年後の管理職昇格を目指すための研修を新たにスタートさ

・時間外労働時間と有給休暇取得率

名

女性店長

91

名

せ、さらなる女性活躍を推進しています。

年度

2017

2018

2019

時間外労働時間全社月平均

19時間44分

18時間41分

16時間39分

61.9%

63.4%

66.4％

有給休暇取得率

・女性管理職・女性店長の人数（2020年4月現在）

2020 年 4 月現在、女性管理職は 21 名、女性店長は 91 名です。

次世代認定マーク
「プラチナくるみん」
の認定取得

今後もキャリア研修やライフステージに合わせた研修などを実
施し、ポジティブアクションを推進していきます。

えるぼし認定マーク

育児と仕事の両立支援
当社は社員が安心して仕事と育児を両立できるよう、産休前から育児休業からの復帰後

安心・安全な職場環境への取り組み

まで、様々な両立支援を行っています。2019 年からは、育児世代のさらなる活躍を推進

2019年度の社員の健康管理については、特に以下の取り組みを推進してきました。

するため、次年度に子どもが小学校に入学するワーキングマザーを対象とした「小 1の壁
研修」を実施し、働き方の多様化に対応しています。
こうした取り組みが評価され、2019 年に東京都女性活躍推進大賞、2020 年にはホワ

従業員の健康保持・増進のための施策

メンタルヘルス対策

• 会社負担でのインフルエンザワクチン集団接種の実施

• 全事業所におけるストレスチェックの実施と集計結果の
活用

• 禁煙をサポートする書籍の配布、保健師によるコラム配
信や外部のウェブ面談を活用した禁煙サポートプログラ
ムの実施

• モバイル端末を利用したウェブ面談システムを導入し、
特定保健指導の実施強化
• 健康診断結果に基づいた産業医、保健師による保健指導
の実施と内容の充実化

• SNSやアプリなどのコミュニケーション促進ツールの提供

•両
 立支援ガイドブックの作成を通じた制度
の浸透・促進
• 産休前研修の実施
（保育園探し、育児休業中
の過ごし方をアドバイス）

•S
 NSを活用した情報提供
• e ラーニングによる学習制度

育児休業後
2019年度

女性社員

コミュニケーション促進に向けた取り組み

産休前

産休中

・2019年度育児休業取得社員数

• 傷 病休職した社員の職場復帰を支援するプログラムの
活用

• 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関連した福利
厚生サービス情報の定期配信

病気の早期発見・早期治療

イト企業アワードのダイバーシティ＆インクルージョン部門賞を受賞しました。

・両立支援の制度

178

名

253

名

男性社員

75

名

ホワイト企業認定

ホワイト企業アワード

•育
 児短時間制度
• 今後の働き方について情報交換するオフ会
を開催
• 今後の働き方を考える復職者キャリアセミ
ナー
（子育て社員が限られた時間で効率よ
く働くための仕事術）

• 積極的な地域社会への貢献活動や環境保全活動
• 従業員の表彰制度
• コミュニケーション促進、親睦を目的とした懇親会の費
用補助（コロナ禍によるオンライン開催も含める）

優良福利厚生法人（福利厚生への熱意部門）受賞
2020年6月に、福利厚生の一層の普及・発展を実践している企業を表彰・認証
する優良福利厚生法人のうち、福利厚生への熱意部門の表彰を受けました。
育児休業者オフ会
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メンター制度とトレーナー制度
関連するSDGs

人財育 成

障がい者の雇用促進

新入社員の育成を目的に、メンター制度とトレーナー制度の2

2007 年 6 月、障がい者の雇用促進を目的に、100% 子会社と

つの仕組みを導入しています。メンターは新入社員の育成・フォ

して特例子会社コネクシオウィズを設立しました。障がい者の雇

ロー担当として、業務内容はもちろん、仕事以外の大小様々な悩

用率は、2020年4月1日現在、法定雇用率（2.2%）に対して2.3%

みの相談に乗り、新人の独り立ちを支えていきます。また、相談

（104 名）と上回っており、子会社を含むそれぞれの部署で各々が

する時間が取れないといった声に対し、業務用のSNSを導入し、

活躍しています。引き続き障がい者の雇用拡大と魅力ある育成文

気軽に相談できる環境を整備しています。

化の醸成に努めていきます。

ショップもしくはエリアに1 名配置しているトレーナーは、育
成のフォローや資格取得支援に取り組んでいます。若手社員がメ

従業員の成長を促す取り組み

ンター、トレーナーとして活躍できるよう、それぞれの研修やe
ラーニングなども準備しています。

障がい者の雇用を支援する活動
障がい者雇用の支援者に向けた取り組み

従業員の多様な個性を受け入れ、尊重しながら、一人ひとりが能力を発揮して、働く喜びを実感できる職場づくりを進めています。

NPO 法人ジョブコーチネットワーク主催のもと、マイドーム

コネクシオの人財育成ポリシー

おおさかで実施された職場適応援助者養成講座において、コネク
シオウィズの相談員が「ケースから学ぶジョブコーチ支援の実

当社は「社員の EA を高める」を人財育成ポリシーに据えてい

際」と題する講義を行いました。この講座は障がい者の就労支援

ます。EA（エンプロイアビリティ）とは、労働市場において雇用

を行う法人に雇用されている方を対象としたもので、企業の障が

され得る能力・可能性・価値を意味します。

いのある社員への配慮や指導方法、業務遂行のための工夫など具
体的事例を交えた解説により、主催者や聴講者からご好評をいた

環境変化のめまぐるしい時代において、社会に貢献できる人財

だきました。

であり続けるには、学びを繰り返し、変化に順応していかなけれ
ばなりません。
社員の成果に対し、公正公平な評価と処遇を通して成長を大き

新人研修
（2020年4月）

く後押しするのが当社の方針です。

育成フォロー

既存事業に捉われない幅広いフィールドで活躍し、会社の成長
とさらなる社会貢献の原動力となり得る人財の育成を引き続き目
指します。

講義の様子

コネクシオウィズビレッジにおける就労支援
公開型研修

2017 年 8 月に東京都より就労移行支援事業所として福祉事業
業務用SNS

コネクシオカレッジ

ターや支援学校との連携を強化するとともに、見学や体験実習を
積極的に受け入れ、利用者を増やしています。また、eラーニン

教育・研修をコネクシオカレッジとし
て大きく3つの体系に分類し、社員個人

❶全社共通教育 基礎教育

業界や職種に関係なく、社会人としての基礎・土
台を強化するプログラム。新卒1～3年目研修、各階
層別研修、次世代リーダー・女性マネージャー育成
塾といったリアルまたはオンライン集合型研修に加
え、社内知識から一般教養まで約200コースが無料

の成長と現場力の強化を視野にリアルと
オンラインを駆使した教育・研修プログ
ラムを提供しています。
eラーニング（社内知識）

・コネクシオカレッジ体系図

①基礎教育

全社共通教育

②現場力強化

③部署別教育
各部署特有の知識・スキル・能力の習得
販売・応対系
人財育成・活用系
マネジメント系
階層別研修

CONEXIO

選抜型研修

eラーニング・通信教育・資格取得
入社時基礎研修
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所の指定を受けて開所したウィズヴィレッジでは、就労支援セン

キャリアデザイン研修
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で学べるeラーニングも準備しています。

❷全社共通教育 現場力強化
全社員に向けた手挙げ参加式の公開型研修。各種
ビジネススキルを部署や世代の壁を越えて学び合う
場を提供し、スキル習得に加え、社員同士の意見や
情報交換なども行えるプログラムです。

キャリアスキル資格

グを活用したカリキュラムの拡充や、地域イベントへの積極参加、
就職者の定着支援にも力を入れています。

お客様にご満足いただけるご提案ができるよう、各キャリア
がショップスタッフスキル資格認定制度を設けています。当社で
は、過去の資格試験データ収集を行い、受験者にタイムリーな情
報を提供したり、ロールプレイング研修や模擬試験を行い、社員
一人ひとりの目標に合わせてスキルアップを図れるようサポート
しています。
また、仕事をする中で遭遇する様々な疑問や、常に進化する新
商品やサービスについて学習できるウェブサイトなども用意して
います。
参加した地域イベント

❸部署別教育
全社共通教育を土台に、各部署の業務にて必要と
される特有の知識・スキル・能力を習得するための
教育・研修プログラム。人財開発部と各部署で研修
内容を共創することで、より効果的かつ実践的な教
育・研修を実現し、部署別課題に取り組みます。

体験学習の様子
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事業を 通じた
地域貢 献

関連するSDGs

職業体験の実施

auショップ学芸大学 店長（現：auショップ新百合ヶ丘 店長）

井上 一輝

キャリアショップではショップごとに子ども向けの職業体験を実施し、接客マナーや働く楽しさなどの学びを通して、自立性や社会性を養う契

機にしてもらっています。

東京都目黒区にある au ショップ学芸大学では、2019 年 11 月に近隣の鷹番小学校の児童を招いて実施しました。当日は 3 年生の 3 名の男の子

が参加し、事前に用意してもらった質問にショップスタッフが答えたり、実際の接客風景を見学してもらった他、お客様の了承を得た上で要件聞
きをはじめとしたフロアマネージャー業務を体験してもらいました。
子どもたちが緊張しながら一生懸命働く姿はスタッフの刺激となり、後日頂いた感謝の手紙もモチベーションアップにつながりました。

コミュニティへの参画およびコミュニティの発展
地域の一員として、事業を展開する地域との交流を深め、事業を通じた地域社会の発展に貢献しています。

auショップ庚午「特殊詐欺被害」を未然防止

▲子どもたちからの手紙と写真

特殊詐欺の未然防止に貢献し、広島県の au ショップ庚午が広島西警察署か
ら感謝状をいただきました。

e-ネットキャラバンへの参画

犯罪からお客様を救ったのは、副店長の機転の利いた対応でした。2020 年
8 月、ショップにご来店された高齢男性のお客様からスマートフォンでの振り
込み操作について相談を受けた副店長は、お客様との会話で得た情報から、特

総務省では、文部科学省および通信事業者などと連携し、保護者や学校の教職員、児童を対象にインターネットの安心・安全な利用に向け

殊詐欺を疑い、即座に警察に通報しました。すでにお客様がご自身の口座情報
を犯人側に伝えた後でしたが、迅速な判断が功を奏し、ことなきを得ました。
昨今、スマートフォンを用いた特殊詐欺が増えているのは事実です。今後も

た啓発活動 e-ネットキャラバンを推進しており、当社も全国各地で参画しています。
感謝状

ドコモショップ琴似店

巧妙化する特殊詐欺に対してアンテナを張り、お客様が安心してスマートフォ
ンを利用できるよう貢献していきます。

広島西警察署からの
感謝状授与式

「新たな体験・体感」を提供する学びの空間

dschool府中R20店 店長

山本 正彦

中野 高顕

講義で出向いた先は札幌市の定時制高校。幅広い層の生徒さ
んが通われていると思い、どのようにお話したら理解してもら
えるか心配していましたが、こちらの不安とは裏腹に、皆様真
剣に聞いてくれました。インターネットの安全な利用は彼らに
とっても身近なテーマです。そこをしっかり理解してくれたの
だと思います。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策でマスクをしていた
ので、講義の声が届くか心配もありましたが、学校側に用意し
ていただいたマイクのおかげで集中して、伝えるべき内容をき
ちんと伝えられたと思います。

お客様相談室

田口 麻里子

コロナ禍で開催自体が減りましたが、安全にインターネット
を利用していただくために、工夫しながら対応しています。例
えば、先日ある高校で開催した e- ネットキャラバンでは、全校
で 1 回のみの開催予定を変更し、「密」を防ぐためにソーシャル
ディスタンスを取りながら、学年ごとに 3 回に分けて実施しま
した。
インターネットとの正しい付き合い方について啓発するの
は、通信を扱う事業社の責務です。今後も工夫を怠らず、社会
の状況に柔軟に対応していきます。

「府中の学びの場」というスローガンにのっとり、幅広い年代のお客様にお越しいただ
けるようなカリキュラムを組み、最大で月間約 200 講座を無料で開催しています。
◦基礎講座：体験編～上級編までのドコモスマホ教室のベースとなる講座を開催
◦プログラミング教室：地域のトータルライフサポート拠点として、プログラミング
教室
（全3編）
を開催
◦メルカリ教室：スタッフが専用のテキストを用いて、
「メルカリ」の使い方などをレ
クチャー。
「アプリの使い方」
「購入方法」
「出品方法」の全3回のカリキュラムを通じ
て、出品・梱包・発送など、出品するための基礎知識の他、お得な使い方などをご案内
◦独自講座：ドコモ認定カリキュラム以外の講座をスタッフ全員で考案し、
「ここにし
かない新たな価値」を幅広い年代に向けて提供

▲頂いた感謝の
お手紙

ショップスタッフが講師を担当

手話スマホ教室の開催

定時制高校でのe-ネットキャラバンの様子

高校でのe-ネットキャラバンの様子

特別支援学校で進路について講演

聴覚障がい者のスマートフォンに関するお悩みを解決すべく、2019 年から神奈川エリアのドコ

大阪府立吹田特別支援学校で開催された「進路に関する特別活動」において、同校の卒業生である

モショップで、聴覚障がいがある講師による手話スマホ教室を開始しました。この教室は、筆談よ

コネクシオウィズの社員が「卒業後の進路～企業就職」について講演を行いました。説明は自己紹介

り円滑な意思疎通が図れると好評を博し、神奈川県聴覚障害者連盟主催の「手話フェスティバル in

から実際の職場の状況や作業にまで及び、生徒たちは障がいがあっても活躍している社員の話を熱心

かながわ」でも開催しました。今後他店にも展開するとともに、来店困難な方向けの出張教室を検

に聞き入っていました。

討中です。
手話スマホ教室の様子
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関連するSDGs

環境

社有車のエコカー導入の取り組み
社有車には、
「低燃費・低排出ガス車認定」を受けているエコ
カーを導入し、2020 年度から新規購入率 100%を目標に順次切
替を推進しています。
また、一部のショップでは電気自動車を導入し、非常電源とし
て、災害時に被災地への給電支援ができるような体制を整えるな
ど、CO2 排出の削減および災害対策・支援に努めています。

環境への取り組み

社員に向けた環境方針の浸透

昨今の気候変動に対する関心の高まりから、全社での環境活動にも積極的に取り組み、推進していきます。

組みに対する基本方針の意識浸透を行っています。

「環境方針」のリーフレットを全社員へ配布し、環境への取り

環境方針（抜粋）
基本理念
私たちは企業理念に基づき、社会を担う責任と誇りを自覚し、地球
温暖化、資源枯渇化等の環境問題に積極的に取り組み、一人ひとり
が主役となって持続可能な社会の実現に貢献します。
基本方針
1.環境への配慮
	
「省エネルギー」
、
「省資源」と「汚染の予防」への取り組みを推進
し、環境保全に努めます。

2.環境関連諸法規の遵守
	環境保全に関する法令諸法規及び、その他環境に影響を与えると
判断し合意した要求事項を遵守します。
3.社会との共生
	良き企業市民として、主体的に地域貢献活動に取り組み、相互信
頼の絆を強めていきます。
4.啓発活動の推進
	環境保全意識を向上させ、活動の輪を広げるため、この環境方針
を全社員に周知し、また社外にも公開し、全社員が理解・実践でき
るように主体的に啓発活動を推進します。

全社で推進する環境活動
コネクシオでは、気候変動をはじめとする環境課題により一層貢献していくためには、社員一人ひとりの環境に対する意識を高め、
環境活動を実践していくことが大切であるという考えのもと、スローガン「KICK（キック）」=「環境（K）にいい（I）コネクシオ（C）
の活動（K）」を掲げ、全社的な環境活動につなげています。

廃棄物の削減とリサイクルの推進

環境方針
https://www.conexio.co.jp/policy/environment/

環境マネジメントシステム

画部門長）を中心とした環境マネジメントシステム ( 以下、EMS)

東日本大震災によって甚大な被害を受けた福島県浜通りの

廃棄物の排出量を対前年比 10% 減を目標に掲げて取り

復興への想いに賛同し、NPO 法人ハッピーロードネットが

組んでいます。

主催する「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」へ参画してい
ます。

代表取締役社長

を構築し、環境リスクの管理および環境負荷の低減をはじめと
する環境活動を推進しています。環境委員会は、CSR・コミッ
ティで審議された環境課題の抽出、実施施策の検討・進捗状況

環境委員会

環境委員長

の確認を行うことで、継続的な改善につなげています。また、

環境委員会事務局

シンボル』として後世に残していく活動です。

ト変更、キャリアショッ

参画の初年度である 2019 年度は寄付を行い、2020 年 2

プの改装等で発生するオ

月 15 日に相馬市で開催された植樹祭ボランティアへ参加し

フィス什器の廃棄フロー

ました。当社は 10 本の桜の木のオーナーとなっています。

の見直し
•リサイクル業者との連携

環境委員

桜の木のオーナーと
しての会員証

による、リユースの推進

ISO14001 認証を法人本部、豊洲事業所および日本橋ビジネス
環境リーダー

センターで取得し、維持継続に努めています。

30 年後の未来に向けて世界一の桜並木を目指し、
『復興の

•本 社 ／ 拠 点 の レ イ ア ウ

CSR・コミッティ

従業員

気候変動／地球温暖化への対応
改正省エネ法に基づき、毎年度全拠点でのエネルギー使用量を
集計しています。
前年度に引き続き、全拠点でLED 照明の導入やノートPCへの

またCO2 排出量の削減に向けて、電気自動車などのエコカーへ

植樹祭の様子

今後も、グリーン電力の導入を検討し、より一層地球環境に配
慮した取り組みを実施していきます。

エコ商品の導入

削減を達成しました。

・エネルギー使用量

・CO
2015

5年間の平均原単位変化

全国のキャリアショップで使用している製品を環境に
2

排出量

2016

2017

2018

2019

エネルギー使用量
（kL） 4,663

4,509

4,611

4,664

4,271

—

Scope1

4.50

4.34

4.17

3.81

3.43

—

—

▲ 3.5

▲ 4.1

▲ 8.6

▲ 9.9

▲6.5

対前年比
（％）

リユースした什器

の切り替えも進めています。

切り替えを進めた結果、KPIである電気使用量原単位の前年比 1％

原単位（kL/千m²）※

植樹活動への参画

当社は資源循環型社会の実現に貢献するために、産業

主な取り組み

コネクシオは、環境方針のもと、環境委員会（委員長：経営企

年度

ドコモショップ上尾店設置の
電気自動車

年度

（単位：t-CO2）
2015
345

2016

2017

2018

2019

345

302

269

236

Scope2

10,145 10,290

8,907

9,041

8,103

合計

10,490 10,635

9,209

9,310

8,339

優しいものにしたいと考え、レンタルフロアマットにつ
いて、家庭等で使用されたペットボトルからリサイクル
した再生ペット糸を素材とするエコマットやエコモップ
への切替を行っています。

※2
 019年度分の報告より過年度に遡り計算式を変更しています。
〔エネルギー使用量原油換算
（kL）
÷延床面積
（千m²）
〕
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非財務データ

C S R 報 告 書 2020に対する

・エネルギー使用量
（kL）

10,000

エネルギー使用量

4.50

4.34

4.17

3.81

8,000
6,000

4,663

・CO

5.0

12,000

（kL/千m²）

3.43

4,664

4,611

4,509

原単位※

2.0

2,000

1.0
2015

2016

2017

2018

100
80

0

2019
（年度）

60

52.6

53.4

52.3

0

20
2016

2017

2018

2019

2020 （年）

・育児休業制度利用者数（単位：名）

男性

300

2015

・女性管理職比率（単位：％）※各年4月1日現在

264

253

262

253

女性

253

0

2016

2017

100

0

171

82
2015

167

97
2016

171

82
2017

168

94
2018

178

75
2019
（年度）

33.7

31.4

30.3

31.3

30

7.0
2016

8.4

9.3

9.4

2017

2018

2019

11.0

ション導入事例の一つひとつが特集になりうるのではないでしょ

（年度）

うか。

2.4

2.4

2.4

2.4

2.0

2.0

2.0

2.2

2.2

2016

2017

2018

2019

1.0

では、コロナ禍において真摯に工夫された上でのスマホ教室継続
株式会社サステナビリティ会計事務所
代表取締役

福島 隆史

の様子をご紹介していただきました。コロナ感染を回避するため
自宅に引きこもる機会が増えていますが、引きこもっている時
に、スマートフォンなどで社会とつながっていることは、人生を
豊かに過ごすために極めて大切なことだと思います。コネクシオ

このたびのコネクシオ株式会社 CSR 報告書 2020 では、掲載
された 2 本の特集に大いに感銘を受けました。

10

が提供するスマホ教室が契機となりスマートフォンの操作方法を
知ることで、自宅でも社会と広く深くつながっていく機会を得る

特集 1「広がり続けるコネクシオの IoT ソリューション」、そ

ことができるようになり、引きこもりなどによる様々な負の部分

もそもコネクシオが IoT ソリューション提供実績を多数有する企

の防止、抑止にもつながることでしょう。顧客満足の章の記事で

業であることを存じ上げず、その取り組み内容の幅広さに驚かさ

は、お客様にショップに来ていただくことによる感染リスクを低

れました。携帯電話やスマートフォンのショップ運営をなさって

減するため、机上のアクリルボードを三方向に設置、講師が操作

いる企業であることはもちろん存じていましたが、IoT システム

するスマートフォンを間近で見られるディスプレイの設置など、

構築のためのサービスやプロダクト両面で多様な支援をなさって

創意工夫を実践されている現場の様子をうかがい知ることができ

いる企業であることを認知した次第です。このように幅広い社会

ました。このような取り組みは、まさにコネクシオならではの社

2.2
法定雇用率

への貢献実績をご紹介いただくことで、様々な方々にコネクシオ

会貢献であると思います。

の多様な実力を知っていただき、他企業とのコラボレーションな

地域に根ざし、地域の方々とふれあう機会を持っていて、IoT

2020 （年）

どがさらに生まれ、コネクシオとしての IoT ソリューション提供

を熟知したコネクシオの社会の持続可能性への貢献に、これから

の場が広がっていくことに期待を寄せます。IoT ソリューション

ますます期待します。

2020 （年）

0

2016

5.0

3.0

29.4

20

・障がい者雇用率（単位：％）※各年4月1日現在

0

2019

・女性店長比率（単位：％）※各年4月1日現在

4.0
200

2018

特集 2「ニューノーマル時代におけるスマホ教室のこれから」

40

10

0

とにより深く内容を知りたいと思いました。それら IoT ソリュー

※ S cope1およびScope2

20

40

8,339

心・安全な社会形成に向けたリスク低減の状況など、その事例ご

30

52.9

9,310

9,209

の一つひとつの導入事例のご紹介では、具体的な利便性向上、安

40
54.2

10,635

4,000

※2
 019年度分の報告より過年度に遡り計算式を変更しています。
〔エネルギー使用量原油換算（kL）÷延床面積（千m²）〕

・女性従業員比率（単位：％）※各年4月1日現在

10,490

8,000

3.0

4,271

第三者意見

排出量※（単位：t-CO₂）

4.0

4,000

0

2

2.3

2017

2018

2019

2020 （年）

社外からの評価
第5回ホワイト企業アワード
「ダイバーシティ＆インクルージョン部門」で受賞

第三者意見を受けて

ホワイト企業アワードは、一般財団法人日本次世代企業普及

当社の IoT ソリューションとスマホ教室の取り組みを高く評価い

機構（ホワイト財団）が次世代に残すべき企業を表彰するもの

ただき、光栄に感じております。トップメッセージで報告させてい

で、第 5 回は応募社数 449 社の中から 21 社が受賞しました。

ただいた通り、現在 SDGs の具体的な取り組み方針を検討しており

コネクシオが受賞した「ダイバーシティ＆インクルージョン

ますが、その中で「事件・事故の発生防止と自然災害に強い社会づ

部門」は、
「全ての従業員がそれぞれの特色／個性／経験を活か

くりへの貢献」を重要課題の一つとして取り上げています。コロナ

し“活躍できる会社”を目指して、多様な人材の活躍支援を行っ

禍という想定していなかった状況の中で、私たちがお客様にお届け

ている」企業を表彰するものです。

している通信手段の重要性がますます高まっていると感じた一年で
した。年々激しさを増しているように感じられる自然災害に立ち向

「育児支援部門」と「イクボス部門」でダブル授賞した第 3 回
ホワイト企業アワード以来 2 回目（賞としては 3 つ目）の受賞と
なります。

27

CONEXIO

取締役常務執行役員 管理本部長
チーフ・コンプライアンス・オフィサー

中田 伸治

Corporate Social Responsibility Report 2020

かっていくために、避難あるいはその後の支援が必要な局面におい
て、情報格差が障壁となることのないように、安心で豊かな社会の
実現に全力で貢献していきたいと考えています。
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