
当社は業界に先駆けて1999年にISO14001を取得し、環境経

営を推進してきました。また「リースは循環型産業である」との

考えを早くから示し、事業を通じてお客様や社会の環境正価（成

果）並びに業界全体の環境意識向上にも貢献してきました。

これからも「NECキャピタルソリューショングループビジョン」の

実現に向けて環境側面から貢献するため、更に高いレベルでの

活動を行っていきます。

中期計画2年目の2015年度は、引き続き9つの環境経営目標

を設定し、自社の環境負荷低減だけではなく、エコリース・エコ

ファイナンスの推進はもちろん、新たなエコビジネスモデルの構

築や環境をテーマにした社会貢献活動の推進等、お客様や社

会の環境課題解決に向けた様々な活動を行いました。

当社は、より良いサービスの提供や適切なコミュニケーションを

通じて、日々お客様満足の向上に取り組んでいます。当社が認

識する「お客様」は、各種サービスを直接ご利用いただいてい

る企業や団体等のお得意様だけではなく、リース製品の設備機

器メーカー・販売店等のパートナーやリース・ファイナンス資金

の調達先である金融機関等、幅広いステークホルダーの皆様と

考えています。

事業においては、お客様の経営課題に対して柔軟かつスピー

ディなソリューションをご提供。お客様の事業拡大や業務効率化

をお手伝いすることを事業ミッションとし、日々きめ細やかな提

案活動を行っています。

お客様相談室は、当社のサービスに関する総合窓口として、お

客様から様々なご意見・ご要望・ご質問等をいただいています。

皆様からお寄せいただいた「お客様の声」は、お客様相談室で

一元管理され、サービスレベルの向上に役立てています。

環境方針を受けて、将来実現すべき環境経営の到達点として

環境目的を設定し、環境経営中長期計画「CSV by Eco」を制

定しました。この「CSV by Eco」を実行することにより中期経営

計画の目標達成を目指しています。また、これらの活動の環境

側面だけでなく、活動の収益性や社会性、実行可能性、継続性

といった独自の観点を加えて、総合的な手法による評価を行っ

ています。

近年、国内でもベンチャー企業の活動が活発化していますが、当

社はその中でも、先進技術によって大きな社会課題を解き、将来

の社会インフラ実現を目指す革新的なベンチャー企業を支援し

ています。こういったベンチャー企業の取り組みには、5～10年

程度の時間が必要となりますが、当社はそういった点を踏まえ、

中長期視点でベンチャー企業を金融面・事業面で支援する仕組

みとして、イノベーティブ・ベンチャーファンドを2012年度に設立

し、これまでに日本国内外15社へ出資（2016年5月末時点）す

るとともに、ステージに応じた様々な経営支援・事業支援を実施

しています。

リサ・パートナーズは、2015年11月20日に企業イノベーション

セミナー“地方創生時代を拓く”を開催しました。

このセミナーは、地域金融機関の地域振興や企業支援等のご

担当者様を対象に、企業・地域の再生、成長支援等の事例、業

界動向等について各界の専門家の方々からご講演いただくも

ので、今回で第10回目を迎えました。

今年は、観光活性化、アジア戦略、事業再生・承継・転廃業等、

地方創生のキーファクターとなる題材をテーマとして取り上げ

ました。

当社グループでは、引き続き、リサ･パートナーズを中心に、多く

の関係者様のパートナーとして、地域発、地域主導の地方創生、

地域活性化に向け、グループ総力をあげて取り組んでいきます。

環境方針

●バリューチェーンと共に社会的課題解決と経済価値を創出する
エコビジネスを拡大することにより、低炭素・循環型社会構築に
貢献します。

●社会やお客様の視点に立って自らの事業活動を常に見直し、効
率的・効果的に業務を遂行することにより、環境負荷軽減を推進
します。

●自然との共生実現に向けて、資源循環可能な社会・環境作りを積
極的に推進します。

●環境関連法規制、及び当社が同意するその他の要求事項を遵守
します。

2014年7月1日制定

CSVを具現化するエコビジネスの発掘・拡大によ
り低炭素・循環型社会構築に貢献

CSVを具現化するエコビジネス
発掘に向けた活動の実践

お客様・パートナーと共にエコビ
ジネスモデルを構築

CSVを具現化するエコビジネス
の取り組み拡大

循環型社会構築を支援するリース・レンタル品の
適正処理と価値の最大化

満了品３R高度化に向けた体制
構築

新たな３Ｒ関連ビジネスモデルの
構築

３Ｒ関連ビジネスモデルの収益率
向上

金融エコバリューチェーン構築・拡大 金融機関との新たな協働の仕組
みの創造

金融エコバリューチェーン構築と
拡大

金融エコバリューチェーンとの
協創

自然共生社会構築に向けて子供たちが将来自発
的アクションがとれるようになるきっかけ作り

わくわく子どもの池プロジェクト
の展開に向けた仕組み作り

わくわく子どもの池プロジェクトの
自治体・NECグループとの連携強化

自然共生社会実現に向けた面的
活動の拡大

PDCAサイクル※の進化による継続的な業務改善 改善PDCAサイクル構築に向け
た意識改革

環境変化・事業拡大に対応可能な
体制作り

業務改善による収益率向上

「CSV by Eco」
中期計画

～2016年度 ～2019年度

長期計画

2023年度

サステナビリティ

環境のために

E 環境側面の取り組みnvironment
お客様のために

S 社会側面の取り組みocial

環境経営

■ お客様相談室の運営

■ 社会課題にチャレンジする革新的ベンチャー企業の支援

お客様の声を事業に反映

お客様のご期待にお応えするために

■ 環境経営中長期計画「CSV by Eco」について

■ 2015年度の環境経営目標と実績 ■ 企業イノベーションセミナー“地方創生時代を拓く”を開催

セミナー会場の様子

※ PDCAサイクル：事業活動における「Plan（計画）」、「Do（実施）」、「Check（監視）」、「Action（改善）」のサイクルのこと

http://www.necap.co.jp/service/
innovative/index.html詳しくはこちら

http://www.necap.co.jp/company/csr/
thinking/index.html詳しくはこちら

http://www.necap.co.jp/company/csr/
environment/index.html詳しくはこちら
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製造業のように製品を持たない金融サービス会社にとって、競

争力の源泉となるのは“人”、すなわち、お客様へのサービス提

供を担う「社員」です。こうした認識のもと、当社は社員一人ひと

りの個性や人権を尊重し、創造性を発揮できる人材育成に努め

ており、「中期計画2014」においても、経営基盤強化戦略のひ

とつに人事戦略を掲げています。

人材育成にあたっては、人事理念に基づき、業務知識と顧客満

足の両面で力を発揮できる人材づくりを重視しています。同時

に、社員一人ひとりが、その能力を十分に発揮できるよう、明る

く、働きやすい職場づくりに努めています。

当社はIR活動の基本方針として、企業価値の向上及び収益の

適正な還元により、株主・投資家の皆様からの信頼と期待に応え

ることを目指しています。

また、情報開示においては「株主・投資家の皆様に当社に対する

理解を深めていただき、適正な投資判断をいただくよう、有用な

情報を適時、公正、公平に開示する」ことを基本姿勢としていま

す。今後も継続的にIR活動の改善・向上に取り組むとともに説明

責任を全うし、より透明性の高い企業経営を行っていきます。

機関投資家やアナリストの方々との個別面談を定期的に実施

し、可能な限り、社長あるいは財務担当役員が直接説明するよ

うにしています。更に、年2回実施している決算説明会でも、社

長と財務担当役員による報告を行っています。

2015年度は、イギリス、香港、シンガポール等で外国人投資家

向けのIR活動を実施しました。｠ ｠

当社は、企業理念に沿った独自の社会貢献活動を展開してい

ます。また、NECグループの一員として、「NEC Make-a-

Difference Drive（以下、「MDD活動」）」に賛同し、地域コミュ

ニティの活動に参加しています。MDD活動を通して、震災復興

等の地域社会の課題解決に貢献するとともに、社会志向のマイ

ンドを育むことで、当社グループの企業理念に示されている「よ

り豊かな社会の実現」を目指しています。

MDD活動に沿って、当社では不要カレンダーの寄贈をはじめ、

社員が気軽に参加できる取り組みとして、エコキャップや使用済

み切手等の収集活動に協力しています。

人事理念実現のためには、社員一人ひとりが高い専門性と自律

的な行動、更に市場環境変化に対応できる能力を身につけるこ

とが必要です。当社では人事理念に基づき、制度の的確な運用

や戦略的な人事ローテーション、充実した教育体系の構築に取り

組んでいます。当社では様々な教育施策の中でも、特に社員個

人の能力開発にフォーカスしています。7つの価値観を体現する

人材を育成するために、社員に求める能力を明確にし、各種教育

施策によって社員の気づき・動機づけを促し、自主的に学習する

風土を醸成しています。

年に1回、異動希望を含めたキャリアプランについて自己申告を

行い、申告内容について部下と上司が話し合う「2WAY制度」を

設けています。更に自らのキャリアプランに強い希望を持つ社員

は「人事直行便」制度を活用することで、直属の上司に相談する

ことなく自分の意見を直接人事や経営陣に届けることができます。

社員のワークライフバランスを支援するために、育児や介護に

関わる各種の休職制度を整えている他、ストレスチェックの実施、

外部委託カウンセリングの導入等により、仕事と家庭の両立が

しやすい職場環境の整備を進めています。

管理職に女性が少ない状況にある当社では、「女性の活躍」を最

優先で取り組むべき経営課題と認識しています。この課題解決の

第一歩として「女性活躍推進プロジェクト」を立ち上げ、活動しま

した。プロジェクトでも議論の上、2015年度より「育児短時間勤

務制度」の適用期間を子どもが小学校3年生の就学を終えるま

でに延長しました。

また、女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、ホームページ

上に開示しています。

人事理念

ICT＆金融ソリューション企業への変革を、個人として主導
し、組織として具現化できる人材を育て、公正に評価し、報
います。

７つの価値観

●お客様を起点　●イノベーションの創出
●高き倫理観　●本質の追究
●多様な考えを尊重　●チャレンジスピリット　●やり抜く

2015年度の活動内容

わくわく子どもの池プロジェクト
（ビオトープを通した環境教育）

●東京都墨田区立第一寺島小学校
●東京都墨田区立押上小学校

収集物の寄贈
（カレンダー、本等）

●NPO法人日本災害救援
  ボランティアネットワークの
 「チャリティーカレンダー市」

ネパール中部地震
被災者義援金の実施

●特定非営利活動法人
  ジャパン・プラットフォーム

寄贈・活動実施先

社員のために 株主・投資家のために

S 社会側面の取り組みocial

■投資家向けのIR活動

株主・投資家とのコミュニケーション

人材育成

■教育施策

社員コミュニケーション
■「２WAY制度」の運用

ワークライフバランス

ダイバーシティ

■仕事と家庭の両立を支援する制度

■女性の活躍支援

育児休職・育児短時間勤務制度

その他の制度
介護休職制度、ファミリーフレンドリー休暇制度、雇用延長制度、営業
支援制度（60歳を超える方の雇用）等

外部委託カウンセリング
社員メンタル面サポートプログラム「EPAカウンセリング」の導入

当社独自の活動「わくわく子どもの池プロジェクト」の様子

決算説明会の様子

地域社会のために

■収集活動

主な活動

サステナビリティ

http://www.necap.co.jp/company/csr/
thinking/staff.html詳しくはこちら

http://www.necap.co.jp/company/csr/
thinking/shareholder.html詳しくはこちら

http://www.necap.co.jp/company/csr/
thinking/contribution.html詳しくはこちら

http://www.necap.co.jp/company/
biotop/index.html詳しくはこちら
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