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当社事業の
社会的使命の重さを認識し、
CSR経営を推進しています。
プロネクサスグループは、企業のディスクロージャー・
IRにおける実務サポートを提供する専門企業です。私た
ちは、企業から投資家への適正な情報開示やIR活動を総
合的に支援する様々な事業を通じて、投資家の適正な企
業価値評価と投資行動を促進し、企業の資金調達と成長
戦略に貢献し、ひいては、資本市場の健全な成長、経済や
社会の発展に寄与することが自らの使命であると認識
しています。こうした社会的位置の重要性をしっかりと
受けとめ、プロネクサスグループは、社会に認められ、評
価され、尊敬される企業となることを目指したCSR経営
を推進しています。

編集方針

● 当社は、事業そのものが資本市場と密接に関わる重要な社会的責任を負っ
ていることから、本報告書では、冒頭に「当社の社会的な位置づけ」と「当社
の事業概要」を掲載しています。

● 本報告書における活動報告の章立ては、当社の「経営理念」とそこから導き
出された「プロネクサス行動基準」、「社会・環境行動基準」に基づいた５つの
CSRのテーマ（フレームワーク）に基づいて構成されています。

● 当社CSR活動の運営管理は、CSR推進委員会によって遂行され、編集・執筆
は推進委員によるものです。

■ 対象期間：2010年度（2010年4月1日から2011年3月31日まで）を原則と
し、2011年度新たに推進している事項も掲載。

■ 対象範囲：株式会社プロネクサスを中心とし、活動内容によっては該当する
グループ会社を含む。

【対象範囲を示す言葉】
当社：株式会社プロネクサス
プロネクサスグループ：株式会社プロネクサスおよび株式会社アスプコミュニケー
ションズ、株式会社 a2media、日本財務翻訳株式会社
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24,383

20,733

85.0%

2010.3

21,569
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区分

上場会社
ディスクロージャー関連

（株主総会関連）
開示業務支援システム・株主総会招集通知
決議通知・配当金関係書類等
（決算関連）
開示業務支援システム・会計連携開示支援システム
有価証券報告書・四半期報告書・決算短信
（IPO・ファイナンス関連）
上場申請書・目論見書・有価証券届出書

印刷物・
デジタルデータ

印刷物・
デジタルデータ

印刷物・
デジタルデータ

デジタルデータ

目論見書・有価証券報告書・届出書
運用報告書・販売用資料
Webサイト構築・更新
投資信託書類作成支援システム

企業情報データベース

株主通信・会社案内
Webサイト構築・更新
電子公告サポート
実務教育セミナー
株主総会支援サービス
公告・広告

金融商品
ディスクロージャー関連

データベース関連

上場会社
IR関連等

製品・サービス 製品形態

ディスクロージャー・IR

27,353

2011.3

21,368

78.1%

システム
サポート

コンサルティング
サポート

クライアント
サポート

セキュリティ
サポート

4つのサポート機能

投資

当社の社会的役割と事業活動

　資本市場における社会的使命の重要性を認識し、お客様の高

度化、多様化するニーズに対応して、4つのサポート機能を伴

う製品・サービスを迅速に提供しています。ITにより実務効率

と正確性を向上させる「システムサポート」、開示書類の適法

性・正確性を高める「コンサルティングサポート」、お客様の実

務進行を支援し、品質を確保する「クライアントサポート」、お

客様の機密情報を守る「セキュリティサポート」の4つの機能

を発揮しながら、お客様の適正なディスクロージャー・IRを支

援しています。
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当社の社会的ポジションに即した
CSR活動の推進を通して
ステークホルダーの皆様との
絆を深めてまいります。

代表取締役社長　上野 剛史

プロネクサスが
社会に対して貢献できる
ことは何か

社員参加型の
社会貢献活動が活発に
行われました

　当社は、企業の投資家に対するディス

クロージャー（情報開示）や、IR（インベ

スターリレーションズ）の実務をシステ

ムやコンサルティング、セキュリティで

サポートしている専門企業です。おかげ

さまで、全上場企業の約６割、約2,200

社様が当社の開示業務支援システム

「PRONEXUS WORKS」のユーザーと

して、法的に定められた開示文書の作

成・提出を行っています。当社は、この開

示文書作成・提出のための業務プロセ

スを専門性の高いシステムやコンサル

ティング、情報セキュリティ体制、生産

体制で支援しており、これは、お客様に

とってはなくてはならないものとして、

資本市場における社会的インフラの役

割を担っていると自負しております。

◆森林資源保護活動の実施
　2011年7月、山梨県道志村の「プロネ

クサスの森」で、私は社員およびその家

族と一緒になって間伐作業に汗を流し

ました。のこぎりで木を切ったり、ロー

プで木を引っ張ったりと、慣れない作業

ではありましたが、森の中での爽やかな

充実感がありました。森林資源保護のた

めのこの第一歩は、参加した社員が行動

を通じて何かを感じ取り、自分と自然、

会社と自然との関わりを問い直すきっ

かけになったのではないかと思います。

◆工場見学会の開催
　地域との結びつきとしては、初の試み

として、戸田工場が所在する埼玉県戸田

市南町の小学生を対象に「工場見学会」

を開催し、多勢の小学生やその保護者の

　世界や日本の経済環境がここ数年大

きく変化し、当社の事業環境も非常に厳

しい状況にある中、当社は、現在、2011

年4月から2014年3月までの「中期経営

計画」を推進しています。その計画の3

つめの戦略に、「人財・組織・マネジメン

ト力の強化」を掲げ、その中でもCSR経

営の推進を重要課題として位置づけて

いますが、重要な社会インフラとしての

機能向上をはじめ、当社の社会貢献活動

を継続、発展させていくためには、もっ

ともっと多くの社員がCSRの重要性を

認識し、自らの課題として受けとめ、自

発的に取り組むことが必要です。そし

て社員一人ひとりがCSR活動を通じて

培った行動力やマインドを、是非、日々

の業務にもフィードバックし、活かして

いくことを期待しています。
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事業会社としての
ビジネスにおける
行動基準

お客様満足度の向上

法令遵守と機密保持

フェア＆オープン

人権と人財の尊重

環境保全活動と社会貢献

企業市民としての
社会・環境面における
行動基準

PROfessional 
高度な専門性の追求
PROper 
適正さと正確さの追求
PROmpt 
事業環境の変化と
お客様ニーズへの迅速な対応
PROgress 
進歩・前進の追求

法令遵守と機密保持

フェア＆オープン

人権と人財の尊重

環境配慮と社会貢献

本基準の周知と問題解決

プロネクサス行動基準

社会・環境行動基準

ＣＳＲをもっと知ろう！

知って、参加して、輪（和）をひろげる  Challenge！ CSR 2.0

私たちはプロフェッショナル集団を
目指します。

私たちはお客様に信頼される
パートナーを目指します。

私たちは法令遵守と
情報セキュリティを追求します。

私たちはグローバルな視点から
優れたサービスを創造し続けます。

私たちは企業市民としての責任に留意し、
持続可能な成長を目指します。

経営理念1 行動基準2 テーマと活動領域3

2011年度のCSR全社目標

社員が目指す目標 1

ＣＳＲにもっと参加しよう！
社員が目指す目標 2

ＣＳＲをもっと広めよう！
社員が目指す目標 3

CSRテーマと活動

スローガン

皆様と交流を図りました。地域の子供達

に当社の仕事を理解してもらうための

準備や運営を通じて、社員もまた、自分達

の仕事とは何か、どのように社会と結び

ついているのかを考える良い機会になり

ました。

◆東京都港区のイベントに参加
　本社が所在する東京都港区が主催し

た様々な社会貢献活動のイベントに、

CSR推進委員を中心とした大勢の社員

が参加しました。ひとり暮らしのお年寄

りに暑中見舞いはがきや年賀はがきを

送る活動、入居ビル前広場で開催された

夏の気温を下げる「打ち水大作戦」の共

催、道路の美化や安全をアピールする

「やめよう! 歩行喫煙キャンペーン」参加

など、社員が港区という地域を知り、地

域の一員として行動するという気持ち

を高めることができました。

返り、お客様に対する「4つのPRO」、

PROfessional、PROper、PROmpt、

PROgressをしっかりと実践し、業績の

回復を図ると同時に、さらに、地域や社

会に対しても働きかけを強め、当社なら

ではの「絆＝NEXUS」を深めてまいりた

いと考えております。困難な状況ではあ

りますが、全社員一丸となって挑戦を続

け、ステークホルダーの皆様とともに、

着実な成長を目指してまいります。

森林資源保護活動のイベントに参加

　2011年は、東日本大震災と原発問題

という日本を揺さぶる未曾有の大災害に

見舞われた年でありました。被害を受け

られた皆様にあらためて心からお見舞い

申し上げますとともに、さらなる、迅速な

復旧、復興を願ってやみません。

　今、日本はまさにこの大災害から立

ち直るための大きな試練の道に立たさ

れています。また、こうした難局を乗り

越える中で、人と人との「絆」や地域と

の「関わり」の大切さが大きくクローズ

アップされてきています。

　当社もまた、厳しい経営環境に直面

していますが、こうした時にこそ、「当

社の行動基準＝行動の原点」に立ち

ステークホルダーとの
絆を大切に、
挑戦してまいります
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私たちの
取り組み

お客様満足度の向上
4つのPROでお客様に価値を提供

主にファイナンス関連を担当しています。ファイナンスは、
お客様にとっても初めてのケースが多いため、十分な時間
をかけて、誤解のないよう、わかりやすい説明をするように
しています。当社内だけでなく、案件に関わっている証券会
社様や、弁護士の方々とのスケジュールを調整しながら、提
出期限・納期を厳守するための進行管理に特に気を使いま
す。日程表に詳細の注意事項を書き込み、電話やメールで連
絡を取り合いながら、ミスを決して起こさないよう正確な
実務に努めています。

業務推進部 CSCG 
資本市場サポートチーム

サブチームリーダー   

小池  克明

お客様から、多種多様なご相談をいただくため、まずはお客様の身になってしっか
りと話を聞くという姿勢を大事にしています。様々なご要望に、当社の持つ機能を
どう活用し、組み合わせて解決できるか考え、ご提案しています。結果的にご採用い
ただけなくても、問題解決の一助になれば良いと思っています。近年、お客様が工場
やデータセンターを訪問される機会が増えました。情報セキュリティ体制や、品質
管理体制をご理解いただくことも、営業としての重要な役割です。

チームリーダー   小山  浩一
ディスクロージャー営業部 営業第1部 第1グループ 兼 IFRS推進室

システムとコンサルティングを強化して、お客様満足度をさらに高める

お客様の声にまず
耳を傾ける。
この基本を大切に
サービスの質を
高めていきます。
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携開示支援システム「WORKS-i」、さら

に、投資信託運用会社を対象とした書類

作成システム「FDS（Fund Document 

System）」等、システムの提供・運用を

サービスの中核とし、お客様の業務効率

向上に貢献していますが、システムの開

発、改良には、お客様の声を積極的に反

映しています。2011年は、従来型のアン

ケート調査分析に加えて、システム運用

の専門家がお客様を訪問しヒアリング

して調査・分析を深めました。また、ユー

ザーを対象にした各種システムの操作

説明会を毎月実施しました。

　当社では、総勢約80名のコンサル

ティングスタッフが、お客様へのわかり

やすくタイムリーな情報提供、お問い合

わせへの回答、アドバイス、制度や規則

に基づく校閲等、専門性の高いサービ

スを提供しています。その一環として提

供しているディスクロージャー関連の

冊子である「手引き」「ガイドブック」は

33品目、合計8万4千部を発行予定です

（2011年度見込み）。また、コンサルティ

ングスタッフと営業担当がお客様企業を

訪問する「個別セミナー」やお客様にご来

社いただく「個別相談会」等も開催してい

ます。

　セミナー事業としては、会社法・金商

　お客様のご要望に対し、よりスピー

ディーかつ柔軟に対応するため、営業

部門の体制強化を進めています。当社

の営業活動は、お客様1社に対して、窓

口としてお客様との折衝を担当するス

タッフと実務を担当するスタッフの2

名の協働によって進行していますが、

2011年は、この体制をバックヤードで

支援するため、「業務推進部」を設置し

ました。業務推進部のスタッフを各部

門に横断的に配置し、部門間の連絡、調

整、日程管理等、統一的なフローで業務

を推進し、ミス・トラブルの防止、業務

効率の向上を図っています。

　また、高度化するお客様のニーズに対

応し、専門的で付加価値の高い情報を提

供するため、ディスクロージャー研究部

のコンサルティングスタッフには「お客

様担当制」を導入しています。2011年は

担当するお客様の範囲をさらに拡大し、

お客様の個別ニーズにあわせた専門的

な提案や情報提供、書類の法的チェック

等を継続的に行いました。IR部門におい

ても、証券アナリストの資格を有するIR

コンサルタントが、お客様のIR活動の現

状分析・調査に基づいた専門的見地から

の提案をIRの各種サービスとあわせて提

供し、お客様満足度の向上に努めました。

　また、将来の導入が見込まれるIFRS

への対応として「IFRS推進室」を設置し、

専門家を配置して、お客様への様々な

情報提供を行いました。

　当社は、上場企業を対象にした開示業

務支援システム「PRONEXUS WORKS」、

そのオプションサービスである会計連

お客様の声をシステム
サービスの改良に活用

お客様満足度を高める
体制の強化

コンサルティング活動と
セミナー事業の拡充

法はもとより経理財務やIFRS、さらに

は法務・労務・税務、海外英文関連に至

るまで様々なプログラムを拡充し、年

間600回以上開催、延べ約30,000名の

皆様にご利用いただいています。2011

年は、特にWebゼミの充実や企業内研

修の提供など、サービスのいっそうの

充実に努めました。

　当社は、ISO27001、ISO9001、ISO

14001の認証を全社的に拡大し、2009

年にこの3分野にわたる「統合マネジメ

ントシステム」の認証を取得して以降、

「品質」「情報セキュリティ」「環境保全」

の3分野を統合したマネジメントシステ

ムを構築し、統合的に運用しています。

2010年には、JISQ15001に準拠した

プライバシーマークを取得し、個人情報

を含んだ情報セキュリティを強化しま

した。

　また、1983年よりトヨタ生産方式を

源流とする品質・生産性向上活動を行う

NPS研究会に参加し、2010年度の指導

会では、2事業所において37回開催、延

べ550名が参加しました。会員企業が共

同で行う改善研究についても、4回、延べ

12名が参加し、自社の改善活動に活か

しています。

品質向上のための活動と
マネジメント

お客様を支える 当社グループサポート体制（2011年11月現在／スタッフ部門を除く）

適法・適正・的確・
タイムリーな
ディスクロージャー・IR

制作・製造部門 300名

営業部門 230名

ISO推進・教育部門 20名

企画・クリエイティブ部門 60名

カスタマーサポート部門 120名

情報システム・セキュリティ部門 50名

コンサルティング部門 80名

お客様
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ID設定やウイルス対策、PCトラブル対応など、現場での社
員との対応が主な業務です。社員が情報セキュリティの重
要性に対する認識を持ち続けることができるよう、業務上
の会話を通じて「意識づけ」することを心がけています。ま
た、新入社員研修も担当していますが、日常業務の経験を
活かし、誰にでもわかりやすいプレゼンテーションを工夫
しています。

坂本 蘭

情報システム部 
システム管理グループ

当社が提供するデータベースサービス等の品質を向上させるため、システム
の改良に取り組んでいます。お客様のご要望をシステムサービスに反映させ
るために、営業に同行し、直接お話を伺う機会を大切にしています。また、お客
様に安心して当社のサービスをご利用いただくため、当社の情報セキュリ
ティ体制や活動についてもご紹介しています。お客様がご納得された時の表
情を拝見するたびにあらためて情報セキュリティの大切さを実感します。

チームリーダー   大庭  武
情報システム部 データベースグループ

当社が社会的使命を
果たすには、
情報セキュリティの
確保が必須条件です。

法令遵守と機密保持
情報セキュリティ

情報セキュリティの意識を風化させないため、啓蒙を継続する

私たちの
取り組み
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インターネット

サーバー サーバー 1 サーバー 2
リアルタイムで
同期化

データセンター運用の強化

メインセンターでの大規
模災害発生時に短時間で
復旧させるため、遠隔サイ
トにDR（ディザスター・リ
カバリー）センターを設置
しています。

冗長化構成

1 2

DRセンター メインセンター

　当社事業が社会的なインフラとして

の側面を持つことを認識し、お客様の開

示前のインサイダー情報を含む機密情

報を守り、安全に取り扱うため、情報セ

キュリティ体制・システムの強化に努め

ています。そのための目標として、「お客

様の利便性や社員の操作性を守りつつ

情報セキュリティ事故ゼロを実現する」

というスローガンを掲げ、グループ全社

員が従うべき10項目の行動指針を定め

ています。

　体制としては、最先端のITを駆使した

通信インフラ、ハードウェア、ソフト

ウェア、マネジメント体制を構築し、情

報を安全に送受信・処理・保管するため

のインフラを自社で構築・運用していま

す。経済産業省の基準をクリアする震度

7対応の免震耐火構造のデータセン

ター、外部からの不正アクセス検知シス

テム、サーバーの冗長化、災害に備えて

の遠隔サイトのデータセンターとの同

期化、サーバールームの24時間監視等、

金融機関レベルの情報セキュリティイ

ンフラを構築しています。

　また、2010年には、株式会社アスプ

コミュニケーションズが「PRONEXUS 

WORKS」のシステムオペレーション運

用業務を登録範囲としたITサービスマネ

ジメントに関する国際規格ITSMS

（ISO20000）の適合認証を取得しました。

　2011年は、各部門のセキュリティ担

当者によって構成される「インサイ

ダー・情報セキュリティ委員会」での議

論をふまえ、東日本大震災を契機とした

地震・災害リスク対策、安全性確保、事業

継続の観点から、本社とデータセンター

との間でファイルサーバーの適正配置

を実施しました。

　情報セキュリティシステムの一環と

して、システムのIDを厳密に管理して

います。ID権限の変更に伴う申請処理

をワークフロー化してデータ管理し、監

査用データとしても活用しています。ま

た、システムごとのIDの集約やID権限

の変更処理の自動化率を高めています。

　インサイダー取引未然防止のため、

「インサイダー情報処理方針」を定めて

います。その一環として、アプリケー

ションに対するアクセス権の制御を行

い、インサイダー情報は限定・認証され

たIDからのみアクセスできるようにし

ているほか、アクセスログを解析して、

履歴をチェックしています。

　2011年は、従来手作業で行っていたア

クセス履歴のチェック業務をシステム化

し、業務効率化と精度向上を図りました。

　また、インサイダー情報を扱う業務を

行うスペースは一般業務ラインから隔

離し、そのデータを扱うファイルサー

バーも一般のサーバーとは分離して運

用しています。

　社員が「情報セキュリティ」の重要性

を認識し、ルールを遵守できるようにす

るための啓蒙活動を継続的に推進して

います。社員として守るべき必須項目を

「プロネクサスグループ 情報セキュリ

ティ10カ条」としてまとめ、グループ

ウェア内および社内の各所に掲示し、適

正な行動をうながしています。

　2011年は、例年実施している「ウイ

ルス防災訓練」に加えて、eラーニング

による「ISO全社テスト」を実施し、「情

報セキュリティ」に関する社員の理解度

確認と啓蒙を行いました。

情報セキュリティ方針と
セキュリティ体制

インサイダー・
情報セキュリティ活動の
強化

全社員への
「情報セキュリティ」の
啓蒙活動

当社の情報セキュリティ体制

インサイダー・情報セキュリティ委員会

ISMS 管理責任者

委員長

事務局

委員

ISMS 運用管理組織（各部門）

社 長

内部監査チーム

内部監査責任者 内部監査員

ISMSワーキンググループ

各部員

ISMS 運用管理責任者（部門長）
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内部監査執行役員
選任・解任

報告・提案

承認

報告 指示

株主総会

各執行部門・各グループ会社

代表取締役

執行役員会

社長室

ISO室

監査室

会計監査人/監査法人

※会社法第340条第1項に定める事由による

監査役会

経営会議

コンプライアンス委員会
リスク管理委員会
インサイダー・
情報セキュリティ委員会

選任・解任

会計監査

解任※

監査役 選任・解任

監査役監査

取締役 選任・解任

取締役会

法務・コンプライアンス室

法令遵守と機密保持
インサイダー取引防止への取り組み
マネジメント体制

私たちの
取り組み

　ディスクロージャー・ＩＲを支援する

専門企業の責務として、当社は、インサ

イダー取引防止のため、組織体制、規則、

教育、実務管理、情報システム、人事制度、

監査等、広範囲における施策に取り組ん

でいます。組織としては、インサイダー・

情報セキュリティ委員会が中心的な役

割を担い、インサイダー情報の取扱い

ルールの設定、インサイダー情報の関与

者の削減等を図っています。また、イン

サイダー情報を取り扱う専用スペース

の設置によって情報を物理的に隔離し、

入・退室を管理しています。また、社内基

幹システム等におけるインサイダー情

報へのアクセス制限、アクセス記録の解

析・監査を定期的に実施し、2011年は、

監査対象システムの範囲拡大とシステ

ムによる処理・解析を実施し、監査業務

の精度向上と効率化を図りました。

　当社は、グループ会社を含む全社員お

よび協力会社を対象としたインサイ

ダー防止のための定期研修を継続的に

行っています。2011年は、年2回の研修

のうちの一つをeラーニングとして実施

し、社員全員が効率的、効果的な研修を

受講しました。

　役職員の株式取引規制については、部

長職以上、営業社員、インサイダー情報

取扱い担当者の上場会社株券の売買を

全面禁止とし、他の社員についても売買

の際には事前申請による許可制を導入

しています。また、毎年インサイダー取

引防止のための誓約書の提出を全社員

に義務づけています。

　当社は、監査役設置会社であり、取締

役9名（うち社外取締役1名）、監査役4名

（うち社外監査役3名）を選任しています。

取締役会は、経営に関わる重要事項の審

議ならびに意思決定、会社の事業、経営

全般に対する監督を行います。また、執

行役員制度を導入し、執行役員は、取締

役会が定める組織規定および職務権限

規定に基づき、所管する各部門の業務を

執行しています。2011年9月末現在の

執行役員は19名で、うち6名は取締役が

兼務しています。取締役会が、経営の意

思決定機能と執行役員による業務執行

を管理・監督する機能を持つことで、経

営効率の向上と的確かつ戦略的な経営

判断が可能な経営体制となっています。

●内部統制　
　当社は、「内部統制システムの基本方

針」に基づき、全社的なコンプライアン

スを推進するための担当組織、関連規則

およびコンプライアンスマニュアルを

定め、全社員への継続的な教育と適正な

監督を行っています。また、「リスク管理

規程」に基づき、全社的なリスク管理の

統括・推進を行うとともに、各事業部門

がそれぞれの事業範囲において適切な

リスク管理を行う体制をとっています。

●リスク・コンプライアンス管理　
　当社の全社リスク・コンプライアンス

管理は、法務・コンプライアンス室が活

動を統括・推進しています。インサイ

ダー・情報セキュリティ委員会の運営を

はじめ、リスク・コンプライアンス委員

会でのリスク分析の報告、リスク対策の

進捗、コンプライアンス推進活動報告の

ほか、内部通報制度や各種モニタリング

結果による課題の検討を実施していま

す。2011年は、震災に関わるリスク対策

のひとつとして、従来から実施している

「震災時安否確認訓練」に加え、インサイ

ダー情報を取り扱うことができる専用

スペースでの震災時の運用について、社

員の安全と情報セキュリティ確保の両

立を目的としたルールづくり、避難訓練

を行いました。

インサイダー取引防止への取り組み マネジメント体制

インサイダー防止教育と
株式取引規制

リスク・コンプライアンス
統合管理体制

経営管理体制体制構築
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株主アンケート

〈上位7項目〉

47.6

23.4

35.9

24.8

23.9

35.2

10.5

〈上位5項目〉

■前回　■今回  （単位:％） ■前回　■今回  （単位:％）

■前回　■今回  （単位:％） ■前回　■今回  （単位:％）

39.8

37.1

11.1

8.0

24.2

26.0

71.4

2.5

61.9

19.5

30.0

22.1

19.8

30.0

16.3

41.2

38.6

11.2

9.3

22.9

24.5

69.7

2.5

当社株式購入理由
（複数回答可）

当社ＩＲ活動について特に充実を
希望するもの（複数回答可）

当社ＩＲ活動に対する評価

32.5

63.4

1.7

31.9

64.4

1.4

年次報告書のわかりやすさ

満足

普通

不満

わかりやすい

普通

わかりにくい

ＨＰでの情報提供

株主向け情報誌

年次報告書

会社説明会

株主総会

配当利回り

将来性

安定性

財務内容・業績

事業内容

収益性

その他

　当社は、「自由･公正･透明」な市場原理

に基づいた調達取引を行っています。

2011年は、購買管理部を設置し、取引先

選定や取引条件の適正化を向上させる

ための活動を強化しました。当社の調達

方針に則り、品質や技術等を公平に評価

して取引先の選定や取引継続の可否を

判断しています。さらに取引先候補に公

平な競争機会を提供して取引の自由度・

公正度を高めています。こうして選び抜

いた信頼できるパートナー企業と共に、

お客様満足度を高めるため、品質教育や

技術共有を行うだけでなく、安全確保や

環境保全活動についても連携し積極的

に取り組んでいます。

　また、社員を対象に、関係法令に適合し

た調達ができる人材育成のための教育研

修を定期的に実施しています。

●株主アンケート
　毎年6月に株主アンケートを実施し、

その結果やご意見を当社の施策検討に

活用しています。株主様へも毎年12月

に結果報告を行っています。

●ディスクロージャー・ポリシー
　適時開示の方針、体制、手順を定め、

ディスクロージャー・ポリシーとして東

京証券取引所と当社ホームページで開

示しています。

●配当／自社株式取得
　配当については、安定配当をベースに

業績および経営環境等を総合的に勘案

した配当の継続を基本方針とし、原則

30％以上の連結配当性向を基準として

います。2010年度は、年間で22円、連結

配当性向は116.6％となり、基準の

30％と大きく乖離したため、2011年度

は年間16円とさせていただく予定です。

また、当社は、株主への利益還元と資本

効率の向上に資する自社株式取得を重

視し、2011年3月末時点で、発行済株式

総数の約10％、3,885千株を保有して

います。

●投資家とのコミュニケーション
　個人投資家や機関投資家、アナリスト

の方々との直接のコミュニケーション

の場を設けています。

　2011年は、6月に公表した「中期経営

計画2011」の投資家への理解促進を目

的に、個人投資家向け説明会、アナリス

ト向け説明会を開催しました。また、株

主総会でも、見やすくわかりやすいスラ

イド上映による「中期経営計画2011」の

プレゼンテーションを実施しました。

　国内・海外の機関投資家との間では、

随時取材対応や電話会議等を行ってい

ます。当社の考え方をお伝えしながら、

投資家の考え方を理解するための機会

として活用し、経営トップへのフィード

バックを行っています。

　また、海外投資家へのＩＲ強化として、

2011年7月に英語版のホームページコ

ンテンツを全面リニューアルし充実さ

せました。決算関連資料、リリース等に

ついても、それぞれ日本語版、英語版を

スピーディーにホームページに掲載し、

国内外の機関投資家にメールで周知し

ています。

フェア＆オープン
ステークホルダーとの関わり

私たちの
取り組み

調達取引先との関わり

株主・投資家との関わり
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志藤 靖予
人事部

2011年秋に実施した｢営業マン向け社内研修｣は、ディスクロー
ジャー営業部と人事部の共同企画という点で、当社の教育研修にお
いては画期的な取り組みだったと思います。各部門との関わりを通
じて、今後の当社の教育制度の方向性を考えさせられました。今後も
画一的な教育研修ではなく、現場のニーズや自社の経営課題に照ら
し合わせて教育研修を検討していきたいと思います。

人事部

高山 奈穂

女性が結婚、出産、育児というライフイベントを経ても継続
して働き続ける環境づくりのために、新しい制度を導入す
ることになりました。社会的には、ワークライフバランスの
ための制度が充実してきています。当社のこの制度もその
一環ですが、制度が定着するには、職場や周囲の理解が重要
と感じています。
今後も現場の声をヒアリングさせていただきながら、少し
でも良い職場環境づくりに継続して取り組んでいきたいと
思います。

将来を担う
人財の育成や確保に
短期、長期の両面から
取り組んでいます。

従業員の声を働きやすい職場環境づくりに活かしていきたい

人権と人権と私たちの
取り組み

人権と人財の尊重
従業員との関わり
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複線型人事制度、評価制度
　「プロフェッショナル集団」を目指す

ため、社員が能力を十分に発揮し、働き

方を選択できる複線型の人事制度を採

用しています。選択できるコースは、管

理職志向の“ゼネラルクルー”と、専門職

志向の“マイスタークルー”の2つです。

また、昇格基準や賃金体系等についても、

クルーごとに設定し、評価制度と連動さ

せています。

　また、社員の業績や成果を正当に評価

するため、部署の目標に対応した個人目

標の達成状況を半期ごとに評価する「業

務計画書」を活用しています。「業務計画

書」には、目標達成度合いを評価する“業

績評価”に加えて、日々の取り組み姿勢

等を評価する“能力評価”を取り入れて

います。また、上司に対する人事評価研

修を半期に１度実施し、部下にとってよ

り納得感のある評価につなげています。

階層に応じた教育制度
　人事制度の階層に対応し、体系的かつ

中長期的な視点で社員教育を実施して

います。昇格者に対しては、リーダー職

としての動機付けや問題解決等をテー

マとした集合研修、管理職層に対しては

部下管理のためのヒューマンスキルや、

マネジメントスキル向上を目的とした

集合研修や通信教育を、中堅社員に対し

ては、専門的なスキル習得のための職種

別研修を行っています。

　2011年は、こうした従来型の教育研

修に加え、「お客様の心をつかむ営業」を

テーマに人事部門・営業部門の共同企

画・運営による「営業マン向け社内研修」

を２回実施しました。これは、営業担当

者がお客様との“絆”をより深め、新たな

“気づき”を得ることを目的としたもの

で、社内の総務・経理・IR部門の実務担当

者を講師に、担当者の「生の声」や事例の

紹介を中心としたプログラムとして開

催しました。

採用実績／障がい者の雇用促進
　適正な人員構造とお客様に対して高

いサービスレベルを維持するため、

2010年度の採用実績は、定期採用5名、

中途採用30名の合計35名となりました。

また、定年（60歳）を迎えた社員につい

ては、雇用延長制度を積極的に活用し、

嘱託社員として再雇用しています。60

歳以上の嘱託社員は、約40名と全体の

約6%となっています。また、障がいのあ

る方がいきいきと働ける職場づくりを

目指し、障がい者雇用に継続的に取り組

んでいます。配属にあたっては、障がい

のある方が長期的に就労できるように、

適性を見極めて配属しています。2010

年度の障がい者雇用率は約1.5％と

2009年度に比べ若干低下しました。

　社員が心身ともに健全な状態で、安心

して働ける職場環境づくりを目的に、定

期的に労働安全衛生に関する委員会を

開催しています。

　社員の健康管理については、定期健康

診断、産業医による健康相談等を実施し

ているほか、メンタルヘルスでは、産業

医や臨床心理士による研修や臨床心理

士による定期的なカウンセリングを実

施しています。

　一方、社員親睦団体として「和交会」を

社員代表で組織し、福利厚生の充実を

図っています。

　女性が働きやすい職場環境づくりを

目指し、2011年は、当社独自のしくみづ

くりを開始しました。出産や育児をしな

がら仕事を継続できる制度を充実させ

るため、妊娠期間中の通勤緩和を目的と

した新たな時間短縮勤務制度を導入す

るとともに、従来の時間短縮勤務制度を

拡充しました。後者については、対象期

間を、従来の「子供が小学生になるまで」

から｢小学３年生まで｣と延長し、勤務の

時間帯も従来の１パターンから、選択型

の４パターンとしたことで、フレキシブ

ルな働き方が可能になりました。

2006 2007 2008 2009

（単位：人）

産前産後休暇・育児休暇取得者数

（年度） （年度）2006 2007 2008 2009

■中途採用
■定期採用
●障がい者雇用率

■産前産後休暇
■育児休暇

採用実績/障がい者雇用率
（単位：％）
（単位：人）

1.5 1.4
1.7 1.8

3

2

3

4

26 33 28
18

33

49

27 30

59

82

55 48

2006 2007 2008 2009

（単位：％）

（年度）

有給休暇取得率

60.0

55.0
58.5

53.6 54.8

20102010

1

3

2

3 3

2

2010
5

30
35

1.5

人事制度とそれに連動
した評価制度、教育制度

雇用の状況

労働安全衛生面・
福利厚生面の充実

ワークライフバランス
促進の取り組み
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戸田工場稼動と同時に、集塵機が設置されました。印刷物を
断裁した機械設備から、紙くずがダクトでエアー搬送され
て集塵室に集まり圧縮処理されます。圧縮されストックさ
れた紙くずはリサイクルにまわしています。従来、手作業で
行っていた紙くずの処理が機械化され、省力化され、便利に
なりました。定期点検は週1回、日常点検と清掃は毎日実施
しています。機械のメンテナンスや清掃業務を通じて、環境
問題に取り組んでいる実感を持ち続けたいですね。

サブチームリーダー   

面谷 万寿雄

製造本部　戸田工場 
業務推進グループ　保全チーム

製造本部　戸田工場　製造第1グループ　第1チーム

長日部 寛
戸田工場の主力ラインであるオフセット8色印刷機では、2010年7月の稼
動時から環境対応型印刷インキを使用しています。当社のオフセット印刷
部門における環境対応型インキの使用率は100％となっており、お客様の
環境に対する意識が変化していることを感じています。今後も、インキや用
紙等の問題だけでなく、印刷工程全体で効率化できることを現場レベルで
考え、業務の改善や環境保全につなげたいと思います。

戸田工場での
取り組みを
会社全体に波及させ、
活動の活性化に
つなげていきます。

生産現場から、環境保全のための活動を盛り上げていく

環境保全活動と
社会貢献

私たちの
取り組み
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クールビズを早期に実施しました。

　本社における取り組み

　本社が入居している汐留ビルディン

グは、近年竣工された省エネルギータ

イプのビルであることから、自発的な

節電施策は限定されますが、2011年は

様々な工夫を試みました。

　照明は、業務に影響がない場所の管

球を撤去（全体の12％以上）、空調は、

空調機温度設定を「冷房28℃」に固定、

OA機器では、長時間未使用PCの電源

オフ励行、スタンバイモードの推奨等

を行いました。特に、空調においては建

物自体の保温性が高く、またOA機器の

発する熱による温度上昇も想定される

ため、通常設置されている空調噴出し

口の仕切りを取り外すことで風量を調

節し対応しました。これらの結果、夏期

電力使用制限期間となる7月から9月

　当社は、2009年に全社拡大認証を取

得したISO14001/2004に基づく環

境マネジメントシステム（EMS）を構築

し、PDCAサイクルによる継続的な改

善を図っています。

　活動推進体制としては、本社（営業・

管理部門）と戸田工場（製造部門）のエ

リアごとに、各部門を代表する環境管

理責任者をメンバーとした「環境委員

会」を設置しています。「環境委員会」は、

環境保全に関する課題の明確化、目標

設定や推進計画を立案し、環境管理責

任者は、各部門単位の自律的な活動を

リードしPDCAの円滑な推進に努めて

います。

　また、部門の活動が独善的になるこ

とを防ぐため、社内認定内部監査員が

年2回の内部監査を実施し、その結果を

部門にフィードバックするとともに経

営陣にもレビューを行っています。

省エネルギー対策
　戸田工場における取り組み

　2011年は、東日本大震災の影響によ

り、また、地域に密着した工場としての

役割と責任を果たすため、「ピーク時の

使用電力を昨年比15％削減」という要

請に対応し、節電対策を強化しました。

その結果、夏期（7月から9月）の3ヶ月

間における使用電力量は前年比30％

減少となりました。

●エネルギー監視ソフト
　工場で使用する電力を監視するソフ

トを工場稼動以来導入し、使用電力の

「見える化」と使用電力量コントロール、

社員の節電意識の向上に役立てていま

す。2011年の要請期間中は、使用電力

を監視する担当者を配置し、徹底した

管理を行いました。

●生産設備
　不要、または待機状態にある電気設

備の電源オフを徹底し、さらに、設備や

機器のメンテナンスを適切かつ定期的

に実施してロスを削減しました。

●ユーティリティ設備
　インバータ機能を持つポンプ・ファ

ンの運転方法を定期的に見直し、ムダ

のない運転を実施しました。

●照明・空調
　照明については、使用していないエ

リアの消灯の徹底、工場内の照明の間

引きを安全作業を維持しつつ実施しま

した。空調は、工場内の温度を集中制御

盤で一括管理し、設定温度を昨年より2

度上げました。また外気を取り入れる

ことで空調動力を低減し、あわせて

環境理念

環境方針

当社は「企業のディスクロージャーとIRを総合的に支援する専門会社」として、環境
に優しい事業活動を継続的に行い、社会に貢献いたします。

1.  自らの環境方針にもとづき、環境目的、目標を定め、定期的に見直しを行い継続的
に改善いたします。

2.  事業活動に伴う環境側面を把握し、エネルギー及び資源の効率的な活用と汚染の
予防に努めます。特に次の事項について重点的に取り組みます。

　 1 ） 資源の有効利用（ 廃棄物の削減・再使用・再生利用 ）
　 2 ） エネルギーと使用資材の有効活用（ CO2削減 ）
　 3 ） 化学物質の適正管理
　 4 ） グリーン購入及び森林認証用紙使用の促進（生物多様性への寄与 ）
　 5 ） ムダの排除による環境負荷の低減
　 6 ） 「プロネクサスの森」づくりを通した森林資源の保護

3.  環境に優しいものづくりの仕組みを構築し、発展させます。

4.  当社の環境側面に適用される法令及び業界の自主基準である日印産連「オフセッ
ト印刷サービスグリーン基準」等その他要求事項を遵守し、事業活動を展開します。

5.  すべての社員及び協力会社の社員に対し環境方針を周知し、全員が積極的に環境
保全活動に参加します。

6.  環境方針は当社ホームページを通じて、一般に公開します。

代表取締役社長　上野　剛史　2011年3月7日

PDCAサイクルによる
自律的な環境保全活動

環境保全への
具体的な取り組み
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CSR環境実績表

※4 ゼロエミッション ： 廃棄物の再資源化が98%以上の状態（環境マニュアルで定義）

廃棄物分別の状況 （2004年度を100とした指数）
2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

産業廃棄物総排出量 100 110 115 109 95 105 99

産業廃棄物再利用量 100 112 121 115 100 111 103

焼却処理量 100 78 25 18 12 17 22

再資源化率 （単位：%）
2004
年度

2005
年度

2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

再資源化率 94.3 96.0 98.8 99.1 99.3 99.1 98.7

エコインキ・エコ用紙使用率 （単位：%）
2006
年度

2007
年度

2008
年度

2009
年度

2010
年度

エコインキ使用率 93.7 96.5 98.0 95.6 80.6

エコ用紙使用率 28.5 39.9 46.1 62.0 73.8

環境目的 2010年度環境目標 2010年度の取り組み実績 2011年度環境目標

ゼロ
エミッション
の達成

ゼロエミッション99％台の維持継続 ゼロエミッション98.7％
（移転時に一般可燃ごみが大量に発生したため）

ゼロエミッション99%台の維持

再資源化+焼却の2区分化継続 一般可燃ごみ　2009年度比109％
（移転時に大量に発生したため）

再資源化+焼却の2区分化継続

使用資材の削減
●PS版損版率を2009年度より低減
　2010年度目標：1.5%
●CTP化率を2009年度より向上
　2010年度目標：90.0%

　2010年度実績：1.5%

　2010年度実績：96.0%

使用資材の削減
●PS版損版率を2010年度より低減
　2011年度目標：1.4％
●CTP化率の維持
　 2011年度目標：96.0％

環境に優しい
新工場を
目指す

環境法令・条例の遵守、自主規制の遵守
1. 法令・条例違反ゼロ
2. 新工場における工程別使用エネルギーの
　 把握
3. 電子マニフェスト適正管理
4. 共同ビル協議事項違反ゼロ

1. 法令・条例違反ゼロ
2. デマンド監視により使用電力の把握
3. 環境委員会・内部監査にてPDCAを回し
　 維持管理継続
4. 共同ビル協議事項違反ゼロ

環境法令・条例の遵守、自主規制の遵守
1. 法令・条例違反ゼロ
2. 新工場における工程別使用エネルギーの
　 把握
3. 電子マニフェスト適正管理
4. 共同ビル協議事項違反ゼロ

グリーン購入比率向上
2010年度目標：55.0% 　2010年度実績：49.3%

グリーン購入比率向上
2011年度目標：55.0％

グリーンプリンティング認定維持
●評価点
　2010年度目標：112/126点 　2010年度評価点：119/126点

グリーンプリンティング認定維持
●評価点
　2011年度目標：119/126点

環境保全活動と
社会貢献

私たちの
取り組み

の3ヶ月間は前年比20％の削減を達成、

また空調については25％削減と予想

を上回る結果となりました。

廃棄物の適正処理
　廃棄物の分別方法を明示し、分別回

収の促進、リサイクルを推進していま

す。廃棄物のうち最も多い紙くずは現

場から集塵機のパイプを通して回収さ

れ、集塵室でストックされ梱包された

ものをリサイクルしています。

環境配慮型資材の使用促進
　主要資材である用紙、印刷インキの

調達において、環境配慮型製品を積極

的に導入しています。用紙においては、

FSC®認証制度（※1）におけるCOC認証を

2006年2月に取得して以降、お客様に

FSC®認証紙の使用を推奨し、2010年度

は全体の用紙使用量の60.9％をFSC®

認証紙にしました。印刷インキは、植物

油由来の環境配慮型インキ（※2）の使用を

※1  FSC®認証制度 ： 適切な森林管理と基準を設けて対象
森林を認証するFM認証と認証材が混入しないよう適
切な管理を行うCOC認証からなる。

※2  環境配慮型インキ ： 鉱物油部分を大豆等植物油に置換
したインキや高沸点石油系溶剤を植物油に置換し1%
未満にしたノンVOCインキ。

※3  グリーンプリンティング認定制度 ： 日本印刷産業連合
会が認定機関となり、印刷関連事業者の「環境保全活動
への取り組み」を審査し認定する制度。

前提とし、全体のインキ使用量の

80.6％を環境配慮型インキにしました。

　また、製造部門においては2006年12

月に（社）日本印刷産業連合会が制定した

グリーンプリンティング認定制度（※3）の工

場認定を取得しています。

（※4）
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「プロネクサスの森」
第1回 森林資源保護活動
＆ファミリーイベント

開催

　企業市民としての国際的な視野に立った社会貢献活動の一環とし
て、当社は日本赤十字社やNPO法人を通じた諸外国への寄付を継続
的に行っています。
　2011年は、東日本大震災の被災地・被災者への支援として、当社よ
り9百万円、当社の福利厚生団体「和交会」より1百万円、合計10百万
円の義援金を日本赤十字社経由で贈りました。日本赤十字社に対して
は、恒常的に推進している災害救護や国際救援活動事業、人道的活動
などへの支援としての寄付を2011年も継続して実施しました。

企業として取り組む
社会貢献活動

大規模災害への支援や国際貢献
　プロネクサス総合研究所は、企業ディスクロージャーに関する基礎
研究および実務研究を行い、その活動を通じて資本市場の発展に資
することを目標に開設された組織です。主な活動は常設の研究会で
あるディスクロージャー基本問題研究会での研究報告や意見表明、
学会セミナーの事務局、および各種開示事例の調査研究等です。
　調査研究では、2011年より新たに「決算短信・ＩＲサイト開示状況調
査」を実施しました。また、若手研究者等育成の一助となることを目的
とし、一昨年より開始した「プロネクサス懸賞論文」も本年で3回目の
募集となり、審査の結果、優秀賞1本、佳作1本を選定しました。

プロネクサス総合研究所

5月・10月 

8月 

7月・12月 

9月

7月

10月

やめよう! 
歩行喫煙キャンペーン 
に参加
地域貢献・港区チーム

ハマサイト打ち水大作戦 
共催
地域貢献・港区チーム

港区のひとり暮らしの
お年寄りに手書きの暑中見舞い・
年賀はがきを送ろう! 
に参加
地域貢献・港区チーム、若者・新企画チーム

「プロネクサスの森」
現地での調査活動 実施

森林・ファミリーチーム

森林・ファミリーチーム

地域の小学生を対象にした
戸田工場見学会
開催
教育ボランティアチーム

環境保全活動と社会貢献
年間トピックス（2011年）

私たちの
取り組み
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森林資源保護活動 この1年

森林資源保護活動

ファミリー参加型イベント

チームメンバーの活動

第１回
森林資源保護活動実施
（間伐作業）

測量実施入山整備
●道路整備
●ゲート、丸太橋設置
●案内版設置

第１回 ファミリーイベント開催

第１回
活動＆イベント企画
●準備開始

活動＆
イベント運営

活動＆イベント反省会
（アンケート実施）

第２回目活動企画・準備開始
現地調査

活動実施（予定）

NPO法人や林業関係者による定期的な間伐作業

12月7月

7月

7月4月 8月 9月 2月1月

2010 2011

2010

2010

2011

2011

　協業している道志村内の林業関係者

に、「プロネクサスの森」の整備を委託し

ています。今後５年間の計画に基づき、

１年ごとの作業対象エリアを決めて、測

量を含めた専門的見地からの効果的・効

率的な作業を進めています。また、間伐

した材は森林所有者の理解のもと、捨て

ることなく有効に活用してさらなる林

業の循環に寄与することを目指します。

「プロネクサスの森」を自然災害から守

り、作業の安全性を確保するため、林道

や橋の設置、台風の影響によって被害を

受けた道路の補修なども定期的に行っ

ています。

　当社は、今後も、森林・ファミリーチー

ムメンバーを中心に「プロネクサスの

森」年間活動計画の立案・運営を行い、社

員への啓蒙、活動参加への呼びかけを強

化していきます。

森林資源保護活動

　当社は、山梨県道志村に「プロネクサ

スの森」を設置し、森林資源保護活動を

推進しています。これは、当社が、公益財

団法人オイスカ、山梨県道志村、森林所

有者との間で5年計画の協働事業として

進めるもので、2010年9月の協定書調

印式に続き、2011年4月から、社員参加

による現地での活動を本格的に開始し

ました。活動内容としては、レクリエー

ションを盛り込んだファミリー参加型

イベント、社員有志が間伐作業に集中的

に取り組む活動、そして、道志村のNPO

法人や林業関係者が定期的に行う間伐

作業という3種類に大別できます。2011

年は、7月にファミリー参加型イベント、

9月に「プロネクサスの森」現地調査と活

動のための打ち合せ、11月から12月に

かけては、道志村の林業関係者による間

伐作業と測量等を実施しました。

　「プロネクサスの森」現地における間

伐作業に加え、バーベキューやマスのつ

かみ取り、間伐材を使った工作教室など

のプログラムを企画・運営しました。当

社社員とその家族、オイスカや道志村の

スタッフ、総勢約70名が参加した盛大

なイベントとなりました。大人も子供も

楽しみながら体験することによって、森

林資源保護活動の重要性を理解し、自分

達の森を守るという意識を高めること

ができました。

　ファミリー参加型イベントに続く、森

林資源保護のための本格的な活動を推

進するため、森林・ファミリーチームメ

ンバー有志が、9月に「プロネクサスの

森」を訪れました。台風、大雨の被害状況

を確認するとともに、オイスカ、道志村

関係者と今後の間伐作業計画や間伐材

の利用方法、社員有志による間伐作業

をメインとした活動計画等を検討しま

した。

第1回「プロネクサスの森」
ファミリーイベントを開催

道志村NPO法人および
林業関係者による
定期間伐作業実施

環境保全活動と社会貢献
年間トピックス

私たちの
取り組み

森林・ファミリーチーム

「プロネクサスの森」調査と
第2回目活動企画・準備開始
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「プロネクサスの森」活動　推進フォーメーション

森林の使用許可

間伐作業代行、保護活動支援

情報共有、共同企画・運営

森づくり協定

情報共有、活動などの
共同企画・運営

森林保護活動

プロネクサス

森林所有者
道志村

オイスカ

NPO法人
（道志・森づくりネットワーク）
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本社における地域貢献活動 この1年

「みんなとみなと」更新

港区の活動に参加

エコ・オフィスツアー

「企業と環境展
 2011」

（コンテンツ作成） （コンテンツ作成） （コンテンツ作成） （コンテンツ作成）
年４回定期更新 2回目 3回目 4回目1回目

毎月２回実施
定例ミーティング

2011

やめよう！
歩行喫煙
キャンペーン やめよう！

歩行喫煙キャンペーン

ハマサイト
打ち水大作戦
（共催）

ひとり暮らしの
高齢者に
暑中見舞い
はがきを
送る活動

ひとり暮らしの
高齢者に
年賀はがきを
送る活動

2011

2010

2010

1月7月4月 10月

7月 8月 11月5月 10月 12月

　地域貢献・港区チームは、本社所在地

である東京都港区という地域について

理解を深めながら、区が主催するボラ

ンティア活動への参加や、自主企画の

活動を積極的に推進しています。また、

こうした活動をチームメンバーが企

画・運営するイントラネットの社員向

け情報サイト「みんなとみなと」でタイ

ムリーに紹介しています。

　社員と地域を結ぶ情報サイト「みん

なとみなと」を、年4回定期更新してい

ます。コンテンツの文章や画像情報を

メンバーが分担して作成し、編集責任

者をメンバー交代制にするなど、社員

の自主性、自発性を重視した運営を

行っています。また港区の活動に参加

した体験レポートを作成し、体験を通

じた“学び”や“気づき”を社員にフィー

ドバックしています。

■港区が定期開催している「やめよう!

歩行喫煙キャンペーン」に、5月と10月

に参加しました。本社が入居する汐留

ビルディング周辺の清掃活動や、啓蒙

活動として、通行人への歩行喫煙禁止

の呼びかけを大勢の参加者とともに行

いました。

■港区ボランティアセンターが実施し

ている、港区内の75歳以上のひとり暮

らしの高齢者へ暑中見舞いはがきを送

る活動に参加しました。社員やその子

供にはがきのイラストや文章作成を依

頼し、回収した60枚のはがきを港区ボ

ランティアセンターに届けました。さ

らに「みんなとみなと」で、はがきコン

テストを独自企画し、社員への結果報

告とボランティア活動の啓蒙を行いま

した。年賀はがきについても同様に活

動を継続しました。

■みなと環境にやさしい事業者会議

（以下、mecc）が定例で開催している夏

のキャンペーン「打ち水大作戦」を、

meccの会員企業様数社と共催で企画

し運営しました。「打ち水大作戦」は、毎

年夏に港区の各会場で数回催されます

が、その会場のひとつとして本社が入

居する汐留ビルディング前広場を提案

し、「ハマサイト打ち水大作戦」として

実現しました。チームメンバーが企画

段階からmecc事務局や会員企業様と

一緒に計画を練り上げ、準備を行いま

した。当日は、社員の参加を含む、近隣

事業所の社員や住民が多数参加し、総

勢約350名の盛況となりました。また、

当社はこのイベントのポスターの印刷

と備品や水を運搬する輸送トラックを

提供しました。

　これ以外にも、mecc主催の「エコ・オ

フィスツアー」への参加や「企業と環境

展2011」への広告出稿、イベントへの

参加など、様々な活動に自発的に取り

組みました。

港区が主催する
各種イベントに参加

「みんなとみなと」定期更新

地域貢献活動（本社における活動）

環境保全活動と社会貢献
年間トピックス

私たちの
取り組み

地域貢献・港区チーム
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社員と地域を結ぶ情報サイト「みんなとみなと」

社員が作成したポスター



　教育ボランティアチームは、当社らし

い地域貢献や「資本市場への恩返し」を

行うことをテーマに、昨年から、小・中学

生や大学生を対象にした「講座開設」な

どを検討してきました。

　2011年は、地域交流の一環として、当

社の印刷工場が所在する埼玉県戸田市南

町の小学生を対象に「工場見学会」を開催

しました。これは、従来から戸田工場が地

域貢献活動を通して関係を築いている町

内会に提案して実現したもので、当社と

しては初の試みになりました。工場紹介

のスライド上映、製品紹介、テキストづく

りの体験、生産ラインの見学など、体験を

通じて印刷について学ぶことのできるプ

　啓蒙・PRチームは、社員へのCSRの啓

蒙や活動紹介を通じて、当社CSR活動の

活性化に寄与するという、CSRの広報的

な役割を担っています。2011年は、

「CSR優良企業訪問」の2回目として、

ロート製薬株式会社様を訪問し、CSR担

当者様にインタビューしました。ロート

製薬様は、CSRの意識が社風として定着

しており、会社組織としてのCSRの取り

組みも進んでいる企業です。東日本大震

災に対応した「震災復興支援室」の設置

や、中学生を対象に社員が企画・運営し

ている「薬育プログラム」、経営トップや

担当者様のCSRに対する思いなど、ロー

ト製薬様ならではの貴重なお話を聞く

ログラムを自主企画・運営しました。10

月に開催した1回目は、南町小学校の小

学生7名に町会長および保護者を加えた

合計14名が来場しました。子供も大人も

楽しみながら「印刷」について学び、社員

も地域の子供達や保護者と交流できる良

い機会になりました。

　戸田工場では、2010年8月の稼動開

始以降、地域との交流や地域貢献を課題

に、様々な活動を続けてきました。2011

年は、南原町の防犯パトロールへの定期

参加や盆踊り大会への参加、さらには、

南原町会メンバーとしての戸田市民体

育大会への出場、第37回戸田ふるさと

祭りへの協賛など、地域社会の一員とし

ての活動を活発に行いました。

ことができました。

　また、こうした活動や各チームの活

動レポート、戸田工場での活動事例等

を編集し、社内イントラネットで運営

している「CSR情報サイト」に掲載、定

期更新して、社員への情報発信と啓蒙

を継続しています。

環境保全活動と社会貢献
年間トピックス

私たちの
取り組み

戸田工場における
工場見学会開催

地域貢献活動（戸田工場における活動）

その他の活動（社員への啓蒙活動）

教育ボランティアチーム

啓蒙・PRチーム
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　2011年は、東日本大震災により、日本は歴史的な試練に直面
しましたが、あらゆる人々の努力により、回復、復興の兆しが見
えてきました。また、この間、“絆”という言葉をメディアで度々
目にし、耳にし、その都度、当社が大事にしている“お客様との
絆”の意味に思いをはせました。一方、当社のCSRを振り返ると、
今年は社員を主体とした「社会貢献活動」の取り組みが大きく
前進しました。「プロネクサスの森」イベントの成功、東京都港
区の地域貢献活動の進展、そして、戸田工場における当社初の

工場見学会開催等。どれも、チームメンバーの主体的な関わり、
創意工夫と協力により実現したものです。こうした活動を通じ
て、私達も、社員間の絆、社員と会社との絆、地域社会との絆、会
社と社会との絆をさらに強いものにしていきたいと思います。
多忙な業務を調整して活動した大勢の社員に敬意を表し、“継
続は力なり”という諺の通り、今後の活動への積極関与を期待
してやみません。末尾ながら、今年も、取材・編集にご協力いた
だいた多数の方々に心より御礼申し上げます。

会社概要 （2011年9月30日現在）

商 号 株式会社プロネクサス
創 業 1930年12月15日
設 立 1947年5月1日
資 本 金 30億5,865万500円
主な事業内容 ディスクロージャー・IR実務に係る総合的支援サービス
従 業 員 数 893名（連結）　599名（単体）

主な事業所および工場

本 社 東京都港区海岸一丁目2番20号 
汐留ビルディング

大 阪 支 店 大阪市中央区北浜一丁目8番16号 
大阪証券取引所ビル

札幌営業所 札幌市中央区北二条西三丁目1番地 
敷島ビル

名古屋営業所 名古屋市中区錦二丁目12番14号 
MANHYO第一ビル

広島営業所 広島市中区鉄砲町1番20号 
第3ウエノヤビル

福岡営業所 福岡市中央区天神二丁目8番30号 
福岡天神第一生命ビル

戸 田 工 場 埼玉県戸田市南町6番7号

グループ会社 （2011年9月30日現在）

株式会社アスプコミュニケーションズ　製品の文字処理および情報処理
株式会社 a2media　IR製品の企画制作業務
日本財務翻訳株式会社　開示書類の英文翻訳業務

編集後記

沿　　革

1930年12月 株券印刷の専業会社として当社の前身にあたる
亜細亜商会を創業

1947年  5月 株券、証券の印刷を目的として
亜細亜証券印刷株式会社を設立

1957年  7月 各証券取引所より上場会社の適格株券印刷会社として
確認を得る

1978年  4月 株券印刷専門会社から、株主総会関係書類をはじめと
する商法関連書類の印刷専門会社に事業を拡大

1985年  4月 有価証券印刷、商法関連書類に加え、上場、決算、
ファイナンスなど証券取引法関連開示書類を開拓、
「ディスクロージャー・ビジネス」として事業分野を拡大

1989年12月 文字処理体制強化のため、富山市に
株式会社アスプコミュニケーションズを設立

1994年  7月 日本証券業協会に株式を店頭登録

1996年  9月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

2001年  3月 株式会社アスプコミュニケーションズ内に高セキュリティ
データ処理センター「ASP情報センター」を構築

2002年  8月 IR事業拡充のため、IRツールの企画制作を行う
株式会社 a2mediaを設立

2004年  9月 東京証券取引所市場第一部銘柄の指定を受ける

2006年10月 株式会社プロネクサス（英文名 PRONEXUS INC.）に
商号変更

2006年12月 財務資料専門の翻訳会社、日本財務翻訳株式会社を
合弁で設立

2008年  2月 本社事務所を東京都港区海岸一丁目に移転

2008年  7月 開示書類作成支援システム「PRONEXUS WORKS」の
サービス提供開始

2009年  4月 ISO27001、ISO9001、ISO14001の
「統合マネジメントシステム」認証を全社範囲で取得

2010年10月 JISQ15001：2006 再取得
2010年12月 創業80周年

2011年  6月 投資信託書類作成支援システム「PRONEXUS FUND 
DOCUMENT SYSTEM」サービス開始

2011年  6月 中期経営計画2011発表
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（2011年12月発行）

株式会社プロネクサス

〒105-0022　東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 5階
お問い合わせ先：社長室（TEL：03-5777-3145）

証券コード： 7893（東証一部）


