
5.課題に対する取り組みについて
　第三者機関などによる外部監査
　などからPDCAを回しレビュー
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マ テリアリティ

ISO26000に沿ってロームグループの
「CSR重点課題」を特定

■ 2015年度「CSR重点課題」とGRI-G4開示項目

ロームグループのCSRの考え方

GRI-G4に基づく「CSR重点課題」の特定サイクル

大気への排出（G4-EN17）

製品およびサービス（G4-EN27）

 

間接的な経済影響（G4-EC8） 

コンプライアンス（G4-PR9）

雇用（G4-LA3） 

多様性と機会均等（G4-LA12）

保安慣行（G4-HR7） 

サプライヤーの社会への影響評価（G4-SO9、10） 

サプライヤーの人権評価（G4-HR10、11） 

サプライヤーの労働慣行評価（G4-LA14、15） 

労働安全衛生（G4-LA6、7） 

腐敗防止（G4-SO4） 

大気への排出（G4-EN5、15、16、17、18、20、21） 

排水および廃棄物（G4-EN23） 

水（G4-EN8） 

エネルギー（G4-EN３） 

サプライヤーの環境評価（G4-EN32、33） 

地域コミュニティ（G4-SO1） 

P.6-14 
製品品質の革新

P.23-24 
環境

P.27-28 
消費者課題

P.25-26 
公正な事業慣行

P.27-28 
消費者課題

P.21-22
人権/労働慣行

P.21-22 
人権/労働慣行

P.25-26 
公正な事業慣行

P.23-24 
環境

P.29-34 
コミュニティへの
参画および発展

バリューチェーンがグローバルに拡大するなか、途上国な
どにおける人権への配慮、労働環境の改善、腐敗防止が
求められています。ロームグループでは、国連グローバ
ル・コンパクトやISO26000、EICC行動規範などの国際
規範に基づき、これらに配慮しながら事業活動を推進し
ています。また、自社のみでなくバリューチェーンにおい
ても、EICC行動規範などの遵守に努めています。

事業活動を行ううえでコミュニティとの対話を通じた
地域の発展・活性化は重要です。グローバルに事業を
展開するロームグループとして、常に事業地域における
社会的課題を解決する取り組みを進めています。

CO₂排出などによる気候変動、資源・エネルギー問題な
ど地球規模の環境問題に対する解消・緩和と省エネル
ギー化が社会から求められています。ロームグループで
は環境問題を解決する革新的製品を開発するだけでな
く、製造する際の環境負荷を全生産拠点において低減
することで、持続可能な社会の実現に努めています。

持続可能性報告書の国際的ガイドラインを策定・発行する国際的NGO（非政府組織）である「グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）」が、2013年
にこれまでの「網羅的な情報」から、「重要課題に焦点を当てた情報開示」に内容を改訂した第四版となるガイドライン。

「CSR重点課題」 該当するＧ４の側面と指標
（  　）内は指標を示す 重点課題の選定理由 本冊子における

関連報告ページ

革新的な製品による
社会的課題の解決

高品質な製品の
安定供給

国際社会に貢献
できるグローバル
人財の育成

バリューチェーンに
おける人権尊重の
徹底と労働慣行
などへの配慮

地球環境に
配慮した
事業活動の推進

事業を通じた地域
コミュニティへの貢献

GRI-G4とは

2.ステークホルダーの皆様との
　対話から課題の優先順位付け、
　絞り込み

1.ISO26000の
　中核主題に基づき
　課題を抽出・特定

3.ステーク
　ホルダーの
　皆様による
　課題の
　妥当性評価

4.報告書「ROHM Group 
　Innovation Report」にて報告

経済のグローバル化が進行するなか、ロームグループでは
生産拠点や販売、流通拠点を世界各地に設け、各地域にお
ける異なる背景、価値観を受容し、協働して新しい価値を
生み出すことができる多様な人財を育成しています。

ロームグループの製品は、お客様の最終製品などの機器に
組み込まれて使用されており、その品質低下や供給停滞が
お客様や消費者へ悪影響を及ぼす恐れがあります。こうし
たリスクを最小限にとどめ、安定的かつスピーディに高品質
な製品を供給する体制を維持するため、組織体制の強化や
全社的なBCP（事業継続計画）訓練などを実施しています。

CO₂排出などによる気候変動、資源・エネルギー問題
など地球規模の環境問題に対する解消・緩和と省エネ
ルギー化が社会から求められています。ロームグループ
ではさまざまな社会的課題を解決するための革新的
な新製品、新技術の開発を進めています。
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社会的要請や国際規範などステークホルダーの皆様

UNGC

EICC
ISO
26000

行動規範

ロームグループCSR方針　http://www.rohm.co.jp/web/japan/csr1/csr-csr

バリューチェーンを通じた
ステークホルダーの皆様との対話

バリューチェーン：調達した原材料から、製品やサービスとなって使用されるまでの一連の流れのなかで付加価値を高めていく活動。

（指標に関してはP.35-38をご参照ください。）

　ロームグループは、創業当時より「企業目的」「経営基本方針」な
どの目的・方針の実践を通じて、ステークホルダーの皆様との相互
信頼関係を構築することで、グループの持続的な成長と、社会の健
全な発展に貢献してきました。
　この目的・方針を基盤として、CSRの側面から、グローバルな視
点で誠実に事業活動を行い、社会の持続的な発展に貢献するため
に定めたものが「ロームグループCSR方針」であり、これらをより確
実に実行していくうえでの倫理上の基本ルールとして「ロームグ
ループ行動指針」を定めました。
　「企業目的」「経営基本方針」などの目的・方針は不変ですが、
「CSR方針」および「行動指針」は、変化する社会的要請や、国連グ
ローバル・コンパクト(UNGC)、ISO26000、EICC（電子業界CSR

アライアンス）行動規範といった最新の国際規範などに沿って、進
化していきます。

　ロームグループでは、事業を展開するうえで、常に異なるステーク
ホルダーの皆様との対話の機会をグローバルに設けています。
この対話のなかでいただいたあらゆるステークホルダーの皆様の
ご意見、ご要望、ご関心、ご懸念を検討し、ISO26000に沿った
「CSR重点課題」を定めています。（P.18をご参照ください。）
　また、「CSR重点課題」は、外部の有識者や専門家など、さまざまな

立場のステークホルダーの皆様の視点から妥当性を評価していただ
いています。
　さらに、目標・計画(Plan)を実現・達成するための取り組み(Do)と
その実績については、客観性を確保するため、第三者機関の外部
監査による検証(Check)を行い、次の目標・計画を決定(Act)し、
定期的にPDCAによるレビューを実施しています。



5.課題に対する取り組みについて
　第三者機関などによる外部監査
　などからPDCAを回しレビュー
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マ テリアリティ

ISO26000に沿ってロームグループの
「CSR重点課題」を特定

■ 2015年度「CSR重点課題」とGRI-G4開示項目

ロームグループのCSRの考え方

GRI-G4に基づく「CSR重点課題」の特定サイクル

大気への排出（G4-EN17）

製品およびサービス（G4-EN27）

 

間接的な経済影響（G4-EC8） 

コンプライアンス（G4-PR9）

雇用（G4-LA3） 

多様性と機会均等（G4-LA12）

保安慣行（G4-HR7） 

サプライヤーの社会への影響評価（G4-SO9、10） 

サプライヤーの人権評価（G4-HR10、11） 

サプライヤーの労働慣行評価（G4-LA14、15） 

労働安全衛生（G4-LA6、7） 

腐敗防止（G4-SO4） 

大気への排出（G4-EN5、15、16、17、18、20、21） 

排水および廃棄物（G4-EN23） 

水（G4-EN8） 

エネルギー（G4-EN３） 

サプライヤーの環境評価（G4-EN32、33） 

地域コミュニティ（G4-SO1） 

P.6-14 
製品品質の革新

P.23-24 
環境

P.27-28 
消費者課題

P.25-26 
公正な事業慣行

P.27-28 
消費者課題

P.21-22
人権/労働慣行

P.21-22 
人権/労働慣行

P.25-26 
公正な事業慣行

P.23-24 
環境

P.29-34 
コミュニティへの
参画および発展

バリューチェーンがグローバルに拡大するなか、途上国な
どにおける人権への配慮、労働環境の改善、腐敗防止が
求められています。ロームグループでは、国連グローバ
ル・コンパクトやISO26000、EICC行動規範などの国際
規範に基づき、これらに配慮しながら事業活動を推進し
ています。また、自社のみでなくバリューチェーンにおい
ても、EICC行動規範などの遵守に努めています。

事業活動を行ううえでコミュニティとの対話を通じた
地域の発展・活性化は重要です。グローバルに事業を
展開するロームグループとして、常に事業地域における
社会的課題を解決する取り組みを進めています。

CO₂排出などによる気候変動、資源・エネルギー問題な
ど地球規模の環境問題に対する解消・緩和と省エネル
ギー化が社会から求められています。ロームグループで
は環境問題を解決する革新的製品を開発するだけでな
く、製造する際の環境負荷を全生産拠点において低減
することで、持続可能な社会の実現に努めています。

持続可能性報告書の国際的ガイドラインを策定・発行する国際的NGO（非政府組織）である「グローバル・レポーティング・イニシアチブ（GRI）」が、2013年
にこれまでの「網羅的な情報」から、「重要課題に焦点を当てた情報開示」に内容を改訂した第四版となるガイドライン。

「CSR重点課題」 該当するＧ４の側面と指標
（  　）内は指標を示す 重点課題の選定理由 本冊子における

関連報告ページ

革新的な製品による
社会的課題の解決

高品質な製品の
安定供給

国際社会に貢献
できるグローバル
人財の育成

バリューチェーンに
おける人権尊重の
徹底と労働慣行
などへの配慮

地球環境に
配慮した
事業活動の推進

事業を通じた地域
コミュニティへの貢献

GRI-G4とは

2.ステークホルダーの皆様との
　対話から課題の優先順位付け、
　絞り込み

1.ISO26000の
　中核主題に基づき
　課題を抽出・特定

3.ステーク
　ホルダーの
　皆様による
　課題の
　妥当性評価

4.報告書「ROHM Group 
　Innovation Report」にて報告

経済のグローバル化が進行するなか、ロームグループでは
生産拠点や販売、流通拠点を世界各地に設け、各地域にお
ける異なる背景、価値観を受容し、協働して新しい価値を
生み出すことができる多様な人財を育成しています。

ロームグループの製品は、お客様の最終製品などの機器に
組み込まれて使用されており、その品質低下や供給停滞が
お客様や消費者へ悪影響を及ぼす恐れがあります。こうし
たリスクを最小限にとどめ、安定的かつスピーディに高品質
な製品を供給する体制を維持するため、組織体制の強化や
全社的なBCP（事業継続計画）訓練などを実施しています。

CO₂排出などによる気候変動、資源・エネルギー問題
など地球規模の環境問題に対する解消・緩和と省エネ
ルギー化が社会から求められています。ロームグループ
ではさまざまな社会的課題を解決するための革新的
な新製品、新技術の開発を進めています。
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ロームグループCSR方針　http://www.rohm.co.jp/web/japan/csr1/csr-csr

バリューチェーンを通じた
ステークホルダーの皆様との対話

バリューチェーン：調達した原材料から、製品やサービスとなって使用されるまでの一連の流れのなかで付加価値を高めていく活動。

（指標に関してはP.35-38をご参照ください。）

　ロームグループは、創業当時より「企業目的」「経営基本方針」な
どの目的・方針の実践を通じて、ステークホルダーの皆様との相互
信頼関係を構築することで、グループの持続的な成長と、社会の健
全な発展に貢献してきました。
　この目的・方針を基盤として、CSRの側面から、グローバルな視
点で誠実に事業活動を行い、社会の持続的な発展に貢献するため
に定めたものが「ロームグループCSR方針」であり、これらをより確
実に実行していくうえでの倫理上の基本ルールとして「ロームグ
ループ行動指針」を定めました。
　「企業目的」「経営基本方針」などの目的・方針は不変ですが、
「CSR方針」および「行動指針」は、変化する社会的要請や、国連グ
ローバル・コンパクト(UNGC)、ISO26000、EICC（電子業界CSR

アライアンス）行動規範といった最新の国際規範などに沿って、進
化していきます。

　ロームグループでは、事業を展開するうえで、常に異なるステーク
ホルダーの皆様との対話の機会をグローバルに設けています。
この対話のなかでいただいたあらゆるステークホルダーの皆様の
ご意見、ご要望、ご関心、ご懸念を検討し、ISO26000に沿った
「CSR重点課題」を定めています。（P.18をご参照ください。）
　また、「CSR重点課題」は、外部の有識者や専門家など、さまざまな

立場のステークホルダーの皆様の視点から妥当性を評価していただ
いています。
　さらに、目標・計画(Plan)を実現・達成するための取り組み(Do)と
その実績については、客観性を確保するため、第三者機関の外部
監査による検証(Check)を行い、次の目標・計画を決定(Act)し、
定期的にPDCAによるレビューを実施しています。


