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環境にやさしい植物油とFSC森林認証紙を使用しています。

トップメッセージ

安心・安全な社会の実現

NTT グループは
「NTT グループ CSR 憲章」
を基本指針として、社会的課題の解決を
通じた持続的な成長の実現に努めています。

●

信頼性の高いサービスの提供

NTT グループの金融中核会社であるNTTファイナンスにおきましても、
「金融・決済

●

情報セキュリティの確保

サービスを通じて、新たな価値創造や社会的課題の解決に取り組み、安心・安全で持続

●

地域社会との交流

可能な社会の実現に貢献する」
ことを基本方針とし、
ビリング・ペイメント、
クレジットカード、

健全なクレジットカード取引
で安全な情報管理に貢献
保険料や通信料などの定期的な請求で大量のクレ
ジットカード決済データを処理される販売店
（加盟店）
さま向けに、割賦販売法が求めるクレジットカード
情 報 非 保 持 化を実 現 するため のソリューション
「PaySol（ペイソル）」
を提供しています。国際セキュ

ファイナンスなどの事業活動を通じて、さまざまな CSR 活動に取り組んでいます。

リティ基準である
「PCI DSS」
に準拠した環境下での

これからも先進の金融ソリューションにより、企業経営の最良のパートナーとして、
また日常の安心のライフパートナーとして、未来につながる新たな価値の創造により、
持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

代表取締役社長

坂井 義清

決済プラットフォームを活かして
安心・安全な暮らしを実現

安全な情報管理に加え、国際ブランドルールに対応
したスピーディーかつ安定的なデータ処理により、
健全なクレジットカード取引を推進しています。

事業者さまがお客さまに提供した商品・サービスの料金を、当社
が事業者さまに代わってＮＴＴグループの通信料金と一緒に請求・
回収する
「電話料金合算サービス」
などの決済手段を提供していま

CSR マネジメント体制

す。例えば、薬剤師が個人宅や介護施設を訪問し、調剤を行った際
のお薬代金の支払いにも回収代行サービスを利用することができ
ます。お薬代金を電話料金などと一緒に支払うことで、薬剤師が現

2013 年にCSRメッセージおよび CSR 重点テーマを定め、全社的な CSR 推進活動を展開しています。

CSR 体系図

では、入居者さまのご家族がお支払いをする場合が多く、手間も

CSR 推進体制

企業理念
（会社の存在意義や価値観）

●

かからず便利で金銭管理もしやすいと喜ばれています。当社の決済

社長自らを委員長とする CSR 委員会を

企業理念体系
●

金を持ち歩く必要がなくなり、防犯性が高まります。また、介護施設

行動憲章（社員の行動規範）

設置し、CSR 基本方針、年間活動計画、
取り組みテーマなどを定期的に討議する
とともに、各種委員会を設置し、CSR を

CSRメッセージ（企業の社会的責任に対する考え方）

全社的に推進しています。

NTTファイナンスは、金融・決済サービスを通じて、

ポイントを交換できる
「ポイント・プレゼントコース」
を

CSR 重点テーマ

●

地域社会との交流

●

新たな価値創造による
地球環境への貢献

●

自主性と創造性の尊重

●

ダイバーシティ推進

企業倫理委員会
各種委員会など

情報セキュリティの確保

社長︵経営会議︶

信頼性の高いサービスの提供

●

することができ、地震や集中豪雨、台風などの災害
被災者支援や開発途上国の生活向上支援などに
活用されています。

危機管理委員会

情報セキュリティ
推進委員会

CSR の基盤

用意しています。ポイント・プレゼントコースの社会
貢献コースを選択することで、NPO 法人に寄付

人材の尊重

取締役会

●

CSR 委員会

地球環境の保全

クレジットカードの
ポイントによる寄付
NTTグループカードではご利用金額に応じて貯めた

新たな価値創造や社会的課題の解決に取り組み、安心・安全で持続可能な社会の実現に貢献します。

安心・安全な社会の実現

プラットフォームを活かして、お客さまに安心・安全で快適な暮らしを
お届けしています。

ダイバーシティ
推進委員会

企業倫理・コンプライアンス、人権、ダイバーシティ、コーポレートガバナンス、危機管理、情報セキュリティ

経営の効率化や社員の安心・安全を守る働き方をサポート
通 信 費 の 取りまとめ・一 括 支 払 い が 可 能になる「法 人
ビリング ONE 」
は、会計処理の合理化だけでなく、通信
回線コストの分析などをサポートするアプリケーション
機能により経営の効率化も実現しています。利用状況を
「見える化」
することで無駄な通信費を削減し、お客さまに

NTT グループ CSR 憲章

とってベストな通信環境整備をサポートするなど、通信費
に関わるさまざまなお悩みを解決します。

CSRメッセージ

私たちNTTグループは、 Your Value Partner として、事業活動を通じた社会的

また、万全のセキュリティで重要な情報を守りながら経理

課題の解決に取り組み、人と社会と地球がつながる安心・安全で持続可能な社会の

業務の合理化とコスト削減を実現するだけでなく、電子

実現に貢献します。

請求書となることで「サインがないと支払いできない」
「請求処理のために出社しなければならない」
などのお悩み
を解決し、社員の安心・安全を守る働き方に貢献できる
NTT グループでは 2016 年 9 月に持続可能な開発目標（SDGs）
に対する賛同を表明しました。自社の製品・サービスを
活用するだけではなく、パートナーとの技術・知見のコラボレーションを通じて、SDGsの達成に向け最善を尽くしていきます。
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写真提供：テレビマンユニオン 撮影：藤本史昭

復興支援の取り組みに参加

地球環境の保全

東日本大震災からの復興を願い、福島や東北、さらには全国を

●

応援することを目的とした
「fukushima さくらプロジェクト」
に

新たな価値創造による地球環境への貢献

2013 年から参加しています。復興のシンボルとして福島県で
育てられた新種の桜「はるか」の苗木贈呈・植樹活動や「福島
プロジェクションマッピングはるか」
（2019年）
への協賛を通じて、
おまとめ請求書封筒

大震災の記憶の風化を防ぎ、復興支援につなげる取り組みに

豊かな社会づくりへの貢献

貢献しています。

紙資源削減に貢献

音楽文化発展の支援事業の一環として、世界的なヴィオラ奏者・

ＮＴＴグループ各社の通信サービス料金をまとめる
「おまとめ請求」
や、

今井信子氏の提唱でスタートした音楽祭「ヴィオラスペース」
に

インターネットを用いてサービス利用料を確認できる
「Webビリング」

1997 年から協賛しています。コンサートをはじめ、若手演奏家や
子ども向けのワークショップを通じ、地域社会との交流や豊かな
社会づくりに貢献しています。

サービスによってペーパーレス化を図っています。2019 年度は

書：紫舟

「おまとめ請求」のご契約が約 235 万件に達し、年間 382トンの

©2019 SAKURA PROJECT /
NHK ENTERPRISES

南伊豆町での植樹活動

紙資源を削減しました。
また、お客さまより請求書再発行のご希望があった場合、NTT
インターネット社の
「マイペイメント®」
を活用し、お客さまのスマート

周年事業を契機とした
ピープルズ・ホープ・ジャパンへの協賛

フォンへコンビニエンスストアでお支払い可能なバーコード
（請求

認定 NPO 法人ピープルズ・ホープ・ジャパンが掲げる、東南アジアの途上国への
「保健・医療の教育

しており、さらなる利用促進を図っていきます。

情報）
を送信することで、ペーパーレス化につなげています。
「マイ

（特に母子保健分野における継続的な教育支援活動）」
に協賛し、その活動を支援しています。
創立 20 周年事業
（2005 年）
では、
「インドネシア母子健康支援プロジェクト」
へ支援金を贈呈し、地域

ペイメント ®」でお支払い可能なコンビニエンスストアは順次拡大

インドネシア 地域保健教育・保育センター

お客さまの利便性向上および利用企業の売上向上やコストダウン
を追求するとともに、ペーパーレス化によって CO2 を削減し、環境

保健教育・保育センターの建設等に活用いただきました。

負荷低減に寄与する資源保護の展開、低炭素社会の実現に貢献

また創立 30 周年事業（2015 年）では、ミャンマー母子保健支援事業として、助産診療センター

しています。

「マイペイメント®」
イメージ

建設の支援金を贈呈しました。現在は両施設とも地元スタッフで運営しており、多くの地元の方々に
利用いただいています。
ミャンマー 助産診療センター

NTT グループグリーンボンドの発行
2020 年、NTT グループ初のグリーンボンドを発行しました。

使用済み切手寄贈と仕分けボランティア

グリーンボンドとは、企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクト
（再生可能エネルギー事業、省エネルギー事業等の環境

国際協力 NGOジョイセフは、アジアやアフリカで、母子保健分野の人材

NTT グループにおいては、環境課題を重要課題の一つとして位置づけ、課題解決に向けたさまざまな取り組みをグループを挙げて

養成、物資支援などのプロジェクトを通して生活向上などの支援を行って

展開しています。これらの取り組みの一環として、NTT グループの金融中核会社である当社が NTT グループグリーンボンドを発行し、

います。

調達された資金を環境課題の解決に資するプロジェクト
（環境性能の高いグリーンビルディング、風力発電や太陽光発電などの再生

当社では、2009年から使用済み切手を全国各拠点から集め、ジョイセフへ

可能エネルギー、高効率かつ省電力を実現するデータセンター）
に充当していきます。

改善効果のある事業）
に要する資金を調達するために発行する債券です。

寄贈するとともに、2014年からは切手仕分けボランティアを開始しました。
仕分けした切手はジョイセフを通じて国内外で販売され、その収益で
拠点から約 14kg の使用済み切手を収集するとともに、60 名の社員が
仕分けボランティアに参加し、約 12kgをジョイセフへ寄贈しました。
仕分け
ボランティア

対象プロジェクト

ベトナム 図書室

途上国における母子保健活動を支援しています。2019 年度は、全国の

「ブックバトンプロジェクト」
への参加
2015年に創立30周年事業として、
「識字教育プログラム」
と
「女子教育プログラム」の２つを柱に活動している国際
NGO ルーム・トゥ・リードを通じてベトナムの小学校に
図書室を寄贈しました。また、2016 年度からは、社員

投資

投資家
NTT グループを代表して
グリーンボンドを発行

調達資金を一元管理し
対象プロジェクトへ充当

グリーンビルディング
（写真は第 1 号案件）

参加型の CSR 施策として、同法人が展開している
「ブック
バトンプロジェクト」
に参加し、図書の寄贈を行っています。

再生可能エネルギー

データセンター

2019 年度は約 1,200 冊を寄贈しました。
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人材の尊重
●

自主性と創造性の尊重

●

ダイバーシティ推進

女性活躍推進
女性活躍推進法にともなう行動計画として、2020 年度末

CSR の基盤

までに女性管理者比率6％以上を目標として取り組みを進め

●

企業倫理・コンプライアンス

ています。女性社員が、仕事とライフイベントを両立しな

●

がら活躍できる職場環境を整備し、社員自らキャリアについて

コーポレートガバナンス

●

主体的に考える体制づくりに努めています。具体的にはリー

危機管理

●

情報セキュリティ

ダーに必要なスキルを身に付け、リーダーとなるための

コーポレートガバナンス
さまざまなステークホルダーの期待に応えつつ、企業
価値の最大化を図るために、基本方針に則って取り組んで
います。

〈基本方針〉
経営の健全性確保
適正な意思決定と事業遂行の実現
アカウンタビリティ
（説明責任）の明確化
コンプライアンスの徹底

マインドセットを目的とした研修の実施やロールモデルインタ

ダイバーシティ推進

ビュー紹介などの取り組みを実施しています。

ＮＴＴグループは、
「多様な個性を活かし、多様な人材の活躍推進を

企業が厚生労働大臣より認定を受ける
「える

2017年6月、女性活躍推進について優良な

実行し、多様性を活かす組織づくりを実現することにより、お客さま

ぼし」
の3段階目の認定を受けました。

企業倫理・コンプライアンス
健全な企業活動を推進していくためには、法令・社会規範を遵守し、
「ＮＴＴグループ企業倫理憲章」
のもと、社員一人ひとりが高い倫理観

サービスの向上、企業価値の発展、持続的な社会への発展に貢献

を持って事業を運営することが必要と考えています。そのため当社

すること」
をめざしています。当社でも同様の考えのもと、社員一人

では、社長を委員長とする
「企業倫理委員会」
を設置し、各種施策を

ひとりが輝き続ける職場づくりをめざし、ダイバーシティ推進に向けた
各種施策に取り組んでいます。

両立支援
育児や介護に関する制度の充実、育児と両立しながら
スキルアップを継続させるための育休復職者支援研修や
育児休職前後の社員に対する支援などを実施しています。

障がい者雇用推進

2011 年には次世代育成支援対策推進法

多様性の受容および社会的責任を果たすために、障がい者雇用を
積極的に進めるとともに、障がい理解研修を実施するなど、働きやすい
職場環境の構築に取り組んでいます。
「違いを価値として認め、協業
する」
「配慮はすれど、特別扱いはしない」
を意識した環境で、障がい

に基づく厚生労働大臣認定マーク
「くる
みん」
を取得。2019 年 10 月には、新基準
のもと、2017 年に引き続き3 度目の認定
を受けました。

のある社員も活躍しています。
北関東・信越総合料金センター事務サービス部

実施しています。

おり、原則毎月 1 回、経営に関する重要事項などについて
決定および報告を行っています。また、監査役制度の
採用により、社外監査役 1 名を含む監査役 3 名を選任して
います。各監査役は取締役会など重要な会議に出席する
ほか、取締役などから業務の執行状況に関し報告を受ける

〈主な取り組み内容〉

など、取締役の職務執行状況を把握するとともに、必要に

企業倫理上の問題を早期に発見し、その問題解決を図るための
「企業倫理ヘルプライン」の設置
企業倫理の確立に向けて、認識を深めるための社員教育
幹部層研修、階層別研修、全社員等研修（人材派遣社員含む）
意識醸成のためのトップメッセージ発信
啓発用ポスターの職場掲示
コンプライアンス事例を紹介するメールマガジンの発行
社内イントラネットでの情報発信
企業倫理の浸透度合いの検証を行う企業倫理アンケート

応じ、提言を行っています。会社の重要な意思決定に
あたっては、原則として、取締役などで構成する経営会議
での審議を経た上で決定しており、経営会議は原則として
週 1 回程度開催しています。
なお、意思決定の透明性を高めるため、経営会議には
監査役 1 名が出席しています。

LGBT 等性的マイノリティに
関する取り組み

においては、障がい者を積極的に雇用して
おり、その取り組みが評価され、2017年1月、

性的指向や性自認に関わらず、誰もが自分らしく働ける

埼玉県より
「埼玉県障害者雇用優良事業所」
に

危機管理

組織や社会の実現をめざして、多様性受容、個々人の能力

認証されました。
視覚障がい体験

を活かすことのできる職場環境づくりに向けて取り組んで

事件・事故などインシデントの発生により、企業経営や事業活動、または

います。2019年10月、任意団体work with Prideが策定

社会に影響を及ぼすおそれのある事態の発生を未然に防止するとともに、

した、企業の LGBT 等性的マイノリティに

またそれらが発生した場合、被害者や経営への影響を最小限に食い

関する取り組みの評価指標「PRIDE 指標

止めるなど的確な対応を行うため
「危機管理委員会」
を設けています。

2019」
において 3 年連続で
「ゴールド」
を

また、社員の安全と事業継続における基本方針に基づいて制定した

受賞しました。

「危機管理マニュアル」
に昨今の情勢から感染症対策の事項などを盛り

車イス体験

込み、これを基盤とした全社的リスクマネジメントに取り組んでいます。

人権の尊重

併せて「緊急時対応計画」
「危機管理計画」
「事業継続計画」
を策定し、

健康経営の推進

「ＮＴＴグループ人権憲章」のもと、人権に対する認識を高め、

働き方改革の取り組みと連動しながら、社員とその家族の心身

多様性を尊重し、差別やハラスメントのない健全な職場環境

の健康保持、疾病の予防・改善に向けた健康施策に取り組んで

づくりを行い、人権問題の解決・解消に努めるなど、人権啓発を

います。

推進しています。集合研修、e ラーニング研修、および人権啓発
標語の募集を毎年実施しているほか、社内

〈主な取り組み内容〉
ＮＴＴグループオリジナルの健康・育児・介護等を
中心とした福利厚生サービスの提供

イントラネットでの情報発信やハラスメント

適正な勤務時間管理および休暇取得促進による
ワーク・ライフ・バランスの推進

事例を紹介するメールマガジンの毎月発行
など、人権意識の向上、ハラスメントの未然

社内外の医療スタッフによる健康相談窓口の設置
および心身の不調を改善するプログラムの実施

防止に向け、全社員で取り組んでいます。

こうした取り組みが評価され、2020 年 3 月、経済産業省が推進

また、人権・ハラスメント相談窓口を社内と

する健康経営優良法人制度
「健康経営優良法人 2020」
の認定を

社外に設置し、社員が安心して相談できる
環境を整えています。

取締役会は、社外取締役 1 名を含む 9 名で構成されて

相談窓口周知ポスター

受けました。

定期的に訓練を行い、大規模災害などに備えています。

情報セキュリティ
安心・安全の実現に向けて、
「情報セキュリティ推進
委員会」
を設置し、情報セキュリティに関する脅威
へのマネジメントおよび顧客情報管理のさらなる
強化を推進しています。全社員研修、階層別研修、
脅威に対する定期的な訓練などにより、情報セキュリ
ティに関する意識の向上、基本行動の徹底を図る
とともに、事業分野ごとの特性に応じた情報セキュリ
ティリスクへの対応を実施しています。
情報セキュリティ研修
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