CSR Report 2021
パイオニアグループ

2021年３月期 CSR報告書

社 是

企業理念

『より多くの人と、感 動を』

・ 社会に奉仕すること
・ 社会から信用と尊敬を得ること

「今までにない感動を体験したい」というのは、

・ 開拓者精神を発揮すること

人類共通の想いです。

・ すべてに均衡を重んずること

“パイオニアが提供する商品、サービスを通じて、

・ 常に和を尊び協力一致すること

より多くの人と、
ともに感動を分かち合いたい”
パイオニアの企業理念「より多くの人と、感動を」には、
この想いが込められています。
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社会課題を解決するソリューションの
提供により持続的成長を実現し、
世界から信頼される
グローバルプレーヤーを目指します。
パイオニアは企業理念「より多くの人と、感動を」に基づき、イノベーションへの強い思い
と高い技術力により、これまで多くの新しい商品を生み出し、世界に提供してきました。
いま、これら長年の実績に裏付けられたものづくりの強さを活かし、様々なデータをエッジ
端末とクラウドでAI分析することにより社会が直面する課題に立ち向かい、それらを解決
するソリューションの創出を目指して挑戦を続けています。

代表取締役 兼 社長執行役員

矢原 史朗
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パイオニアの目指す姿

トップメッセージ
成長戦略の加速に不可欠なガバナンスの強化を実行
社長就任のオファーがあったのは2 019年夏で、すでに構造改革は終了し、パイオニア
の復活を目指す成長戦略のコンセプト、方向性が固まりつつあった頃でした。
オファーを受けた瞬間は少し戸惑いもありましたが、株主、経営陣との面接で成長戦略
について聞いていくうちに、パイオニアの復活を確信するとともに「これはかなりやりが
いのある仕事だ」と感じるようになりました。
パイオニアが描く成長戦略とは、ひと言で言うと「ものづくりの強みを活かしつつモビ
リティ領域で新しいサービス事業を立ち上げ、社会課題の解決につながるソリューション
を提供していく」というものです。私は技術面ではあまり貢献できませんが、これまで複
数企業で改革を推進してきた経営者としての経験を活かすことで貢献できると考え、
2020年1月に社長に就任しました。
私の使命は、すでに走り始めていた成長戦略をリードし、進捗スピードをさらに上げて
いくことです。そのため就任後には参謀となるCFO（最高財務責任者）
、CHRO（最高人事
責任者）に外部から経験豊富なプロフェッショナルを招聘するとともに、意思決定プロセ

そして、この「Piomatix」の価値を皆様に届ける商品の第一弾として、
「NP1」を発売する

スの透明・迅速化、大幅な権限委譲を実現するための組織改革を行い、3か月で成長を加速

ことにしました。
（

詳しくは17ページ特集をご覧ください。
）

するための体制を構築しました。

持続的成長が社会課題の解決につながるソリューション企業への変革

企業ビジョンの策定とビジョンを具現化する新たなビジネスモデルの開発

当社では、社会課題を解決するソリューションを創り出し提供していくことが企業の

成長戦略を推進する中、2020年秋には新しい企業ビジョンとして「未来の移動体験を創

使命であり、持続的な成長のためにも不可欠だと認識しています。このため、企業ビジョ

ります-Creating the Future of Mobility Experiences」を策定し、広く宣言すること

ン実現に向けた方向性を「モビリティ領域における課題をモノ×コトで解決するソリュー

で「コロナ禍でもパイオニアは成長を加速し続ける」という強い決意を社内外に示しました。

ション企業」への変革としました。その変革のために、当社の事業成長がダイレクトに解

その企業ビジョンを実現するために、私たちパイオニアはどうありたいのか─グループの

決につながる重点課題（マテリアリティ）として「事故リスク削減」
「人手不足・ラストワ

総力を結集し、外部アドバイザーの意見も交え、議論を尽くしました。知恵を絞り考え抜いた

ンマイル問題解決」
「移動時の情報過多・複雑化解決」
「高齢化・グローバル社会における

結果として導き出した答えは、
“当社ならではの技術・データの活用によりモビリティ領域の

移動支援」を特定しました。ソリューション創出に向けBtoC、BtoBの両面で取り組みを

新しいサービスプラットフォーム「Piomatix（パイオマティクス）
」を構築し、次世代プラット

進めています。

フォーマーとして幅広いステークホルダーに新たな体験を提供していく”というものです。
「Piomatix」はすでに運用を開始しています。(

特にBtoBでは、マテリアリティに加え、2050年カーボンニュートラル実現に向けたCO2

詳しくは15、16ページ特集をご覧ください。
）

排出量の削減が物流業界でも大きな課題となっています。当社では物流ルーティングの最
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トップメッセージ
ションサービスの成長によりユーザーの脱炭素が進むポジティブインパクトの最大化を目

適化などによりCO 2排出量の削減につながるクラウドサービスを提案しており、業界に与
えるインパクトは非常に大きいと考えています。
（

指すとともに、製造工程における省エネ・省資源やC O 2・廃棄物の発生量削減によるネガ

詳しくは1 8、1 9ページ特集をご覧

ください。）

ティブインパクトの低減に注力しています。
S（社会）では、
「お客満足・製品安全」
「人材育成」
「安全衛生・リスクマネジメント」をテー

世界で信頼されるグローバルプレーヤーとして高いESGレベルを目指す

マとしています。人材については、外部からの登用を進めることで多様な人材が活躍して
おり、期待以上の効果が出ています。一方、女性活躍推進については、残念ながら十分な

気候変動、所得格差の拡大などの問題が顕在化する今日、これら社会課題の解決に向け

レベルに達しているとは言えません。私自身かつて在籍した外資系企業でD&I（ダイバー

企業に一層大きな期待が寄せられるようになりました。企業の評価軸としてE S G（環境・

シティ＆インクルージョン）がビジネスに与えるポジティブなインパクトを経験していま

社会・ガバナンス）の重要性が飛躍的に高まり、企業側としても持続的成長を支える経営

すので、今後は女性管理職登用などにも積極的に取り組んでいきたいと考えています。ま

基盤としてESG対応が不可欠との認識が広がっています。

たリスク管理についてはリスクマッピングによる定期レビューを行っているほか、災害、
感染症などのリスクが増大する中、B C P（事業継続計画）を策定して緊急事態の発生に備

特に自動車関連業界、あるいはグローバルプレーヤーにとってESGを意識した経営は不

えています。

可避となっており、当社としてもE・S・Gの領域別に重点テーマを設定し、高いレベルの

G（ガバナンス）に関しては、
「責任あるサプライチェーン」
「健全な企業風土・経営基盤

ESGを目指す取り組みを強化していきたいと考えています。

の確立」が重点テーマです。成長戦略の加速と大規模な組織・ルール・ガイドライン・プ

具体的に、
E（環境）では「持続的な地球環境への貢献」をテーマとし、前述のようにソリュー

ロセスの変革を実行し、これらを2020年度までに完了しました。今後もガバナンスの一
層の強化・充実に向け、取り組みを進めていきます。
さらに2030年の達成を目指すSDGsへの取り組みについても、定期レビューを行うと
ともに、社外のC S R評価のフィードバックも活用してC S R委員会がグループ各社・各部
門と対話しながら改善を促す活動を進めています。

ステークホルダーの皆様へ
いまパイオニアでは、これまで新しい市場を開拓してきた企業理念「より多くの人と、
感動を」に立ち返り、社会課題の解決に直結するとともに、パイオニアらしい「快適さ」
「楽
しさ」を前面に出した新しいサービスの事業開発を進めています。
多くのユーザーの皆様に快適で楽しく利用していただくことで社会が抱える問題が解
決し、社会への貢献につながる─そんなソリューションの提供を目指してまいります。
これからもパイオニアの商品やサービスをご愛顧いただき、私たちの挑戦を見守ってい
ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
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沿革

創業者の松本望は、海外製のスピーカーの音に感銘を受けました。
「日本の技術で、このような素晴らしい音をつくりたい」そう思ったのが、パイオニアの始まりです。
試行錯誤を繰り返し、国産初のダイナミックスピーカーを完成させました。
パイオニアの歴史は、その名が意味する開拓者の精神を信条とし、
世の中に感動を生む世界初の商品やサービスを展開してきた歴史です。

世界の
パイオニアに躍進
音の
パイオニア誕生
1938年 ～1950年
創業の時代

音の
総合メーカーへ
1951年 ～1970年
成長の時代

「パイオニア株式会社」
に社名
を変更し上場。翌年、音響総
合メーカーとして世界初のセ
独自の発想と設計によるダ
イナミックスピーカー「A - 8」 パレートステレオを発売。
を完 成。翌年、福音商 会電
機製作所を設立。

1971年 ～1989年

発展・拡大の時代
世界初のコンポーネントカー
ステレオなどでオーディオ業
界での地位を確立。光学式ビ
デオディスク
「レーザーディス
ク」を開発。家庭用LDプレー
ヤー、業務用LDカラオケで新
たな楽しみ方を拡大。生産販
売体制をグローバルに展開。

世界に先駆ける
技術で市場を創造
1990年 ～ 2005年
挑戦の時代

業界に先駆けた技術優位性
を持ち、市場を創造する魅力
あ る 商 品 開 発 を 継 続。GP S
カーナビゲーション、D VD
レコーダー、HDD カーナビ
ゲーション、DJ機器、高精細
プラズマディスプレイなど
世界初の独創的な商品を
次々と市場に導入。
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荒波を乗り越える
ための構造改革
2006年 ～ 2019年

苦難の時代

リーマンショックの影響やプ
ラズマディスプレイ市場の縮
小によりディスプレイ事業か
ら撤退。さらにホームAVと
DJ機 器 など を 事 業 譲 渡し、
カーエレクトロニクス事業へ
の 選 択 と 集 中を 敢 行。そ の
後、100年に一度の自動車業
界の大変革を乗り越えるた
め、経営再建に着手。

新生
パイオニアの船出
2019年 ～

再生・新たな成長の時代
パイオニア再生プランのもと、新
経営陣、新経営体制をスタート。
ガバナンスの体制強化、事業ポー
トフォリオの見直しを実施。モビ
リティ領域において新たな価値と
感動を提供できるソリューション
サービス企業を目指す第一弾とし
て、会話するドライビングパート
ナー「NP1」を市場導入。
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マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアの目指す姿

会社情報

NP事業
会社概要

モビリティ領域において、
未来の移動体験を創るモビリティAIプラットフォーム
「Piomatix（パイオマティクス）」を活用した新たなビジネスモデルの

創業

企画、開発を推進しています。

昭和13年（1938年）1月1日

資本金

その商品の第一弾として「NP1」を発売します。
「NP1」
、
「Piomatix」
について、詳しくは15から17ページ特集をご覧ください。

売上高

57,381百万円

280,868百万円
（連結ベース：2021年３月期）

従業員数

10,293名

（連結ベース：2021年9月末時点）

データソリューション事業
安心・安全なモビリティ社会の実現に向けて、
長年収集してきた膨大なモビリティデータや
インテリジェントカメラの映像データ、
位置情報を活用し、
クラウドと連携したソリューションを提供しています。
運送、営業、介護など車両を活用する様々な企業に採用されています。
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会社情報

OEM事業
自動車メーカー向けに、
カーナビゲーションやカーAV、
カースピーカーなどの高品質な車載機器を提供しています。
また、次世代車両に向け、当社ならではの先進技術を活かした
ソリューションなどを提案しています。

市販事業
国内市場向けブランド「カロッツェリア」をはじめ、
カーナビゲーション、
カーAV、
カースピーカー、

光ストレージ関連事業

ドライブレコーダーなどの車載機器を提供しています。
また、車室内をオンライン化する車載用Wi-Fiルータ－など、
「つながる」ことで実現する新たなカーライフを提案しています。

Ultra HD Blu-ray対応モデルなど、
高い読み取り・記録精度を誇る
ＰＣ用のBD/DVDライターを提供しています。
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CSRに関する基本的な考え方
パイオニアグループの目指すCSRは、企業理念や社是などに基づき、ビジョン・中期経営計画と連動した活動を通
じて、持続可能な社会の実現と企業価値向上です。その実現のために、企業活動と事業活動のそれぞれの取り組みを
詳しくは10ページ「価値創造プロセス」をご覧ください。
）

持続可能な社会の実現と

行っています。
（

企業価値向上を目指します

コミュニティへの参画とコミュニティの発展の7つの主題に関わる社会的責任を果たします。

企業活動にあたっては、グループ内の組織統治（ガバナンス）
・人権・労働慣行・環境・公正な事業慣行・消費者課題・
事業活動にあたっては、商品・サービスの提供に際し、社会課題の解決に向けて国連の定めた「持続可能な開発目
標（SDGs）
」における17の目標および日本政府が提唱する新しい社会のあり方「Society5.0」の達成に貢献するこ
とを通して、企業価値と社会的価値の共通価値の創造（CSV）を目指します。

1. グループ企業行動憲章

3. SDGs・Society5.0の達成に貢献

パイオニアグループでは、企業理念の実現のための「行動憲章」を頂点とするルール体系

パイオニアグループは、SDGsとSociety5.0の達成に貢献します。

の整備を通じ、誠実な業務執行の体制を確保しています。

パイオニアグループ企業行動憲章
https://jpn.pioneer/ja/corp/society/csr/code/charter.php

パイオニアグループ行動規範
社会的責任の自覚、職責に従った誠実な行動の判断基準
https://jpn.pioneer/ja/corp/society/csr/conduct/

パイオニアグループ規程
グループ全体に適用される共通ルールブック

SD G sは2015年に国連で採択された

2. ISO26000の活用
パイオニアグループでは、国際規格である「ISO26000」を活用し、体系的にCSR活動を

Society5.0はサイバー空間（仮想空間）

2030年に向けての17つの目標と169の

とフィジカル空間（現実空間）を高度に融

ターゲットです。

合させたシステムにより、経済発展と社
会的課題の解決を両立する、人間中心の

推進しています。

社会のことです。

詳しくは20から34ページ「CSR経営の推進」をご覧ください。

Society5.0のイラストについて
内閣府の下記ホームページより加工して作成
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
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ステークホルダーエンゲージメント
基本的な考え方
パイオニアグループでは、お客様、株主、従業員、取引先、地域社会など様々なステークホルダーからの期待や要望に応えて
企業の社会的責任を果たすとともに、社会課題の解決に貢献していきたいと考えています。
■ 主なステークホルダーと取り組み内容
ステークホルダー

取り組み概要

お客様

お客様の満足と信頼を得るために、品質向上と利用者視点に
立ったものづくりを推進しています。

株主

株主の期待に応えるため、持続的な成長による企業価値の向上
を図るとともに、株主の代表である社外取締役と経営陣との定
期的なコミュニケーションを通じて、説明責任を果たしています。

従業員

従業員と会社のエンゲージメントを重視し、多様な社員が自律
的に活躍できる環境をつくります。また「安全と健康を守るこ
とはすべてに優先する」を基本的な考えとして、社員が安心し
て働くことができる、安全で衛生的な職場環境の確保に取り組
んでいます。

取り組み例
●
●

お客様満足度調査の実施 など

●

株主総会における社外取締役の複数選任

●

●
●

●

●
●

取引先

「パイオニアグループ行動規範」において取引先と対等な立場
で関係法令および契約に従った誠実な取引を行うことを定める
とともに、取引先には事業活動を行う国や地域の法令の遵守、
国連やILO※１、OECD※2など国際的な合意事項の尊重に基づ

お客様の声を活かす仕組み

経営執行委員会など、重要な会議への社外取締役の定期出席

地域社会

21から24ページ
「お客様の満足と信頼を
得るために」
—

人事制度、働き方に関する制度整備と促進（在宅勤務制度など）

女性活躍推進、育児介護と仕事の両立支援、
障がい者雇用の促進といったダイバーシティ推進施策

人材育成（業務に必要なスキルの習得、ライフステージに合
わせたキャリア教育、自律的な学習機会の提供）
社員の心身の健康サポート

28から30ページ
「一人ひとりがいきいきと
働くために」

グローバル安全衛生への取り組み など

取引先と連携した環境・社会的責任の取り組み
（CSR調達方針など）

34ページ
「サプライチェーンにおける
社会的責任の推進」

社会貢献活動
（ものづくり教室、身体で聴こう音楽会、パイオニアの森など）

27ページ
「コミュニティとの共生」

●

く社会的責任を自覚した行動を求めています。

パイオニアグループは、豊かで持続可能な社会を目指し、地
域社会との交流を図っています。グループ各社や各事業所で
は、地域社会の要請を考慮し、イベントへの参加や協力など、
様々な分野で活動しています。

関連ページ

●

※１ ILO（ International Labour Organization）
：国際労働機関
※２ OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development）
：経済協力開発機構
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目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのマテリアリティ

価値創造プロセス
パイオニアグループは、事業を通じた社会課題解決、事業プロセスにおける社会・環境・ガバナンスへの配慮、リスクの低減を行うことで
社会の持続可能（サステナブル）な発展に貢献します。

提供価値

2

人手不足・ラストワンマイル
問題解決

3

移動時の情報過多・
複雑化解決

4

高齢化・グローバル社会に
おける移動支援

データ
ソリューション
事業

OEM事業

市販事業

光ストレージ
関連事業

持続可能な地球環境への貢献

S

お客様満足・製品安全／人材育成（イノベーション人材・社会貢献意識）
安全衛生・リスクマネジメントへの取り組み

G

責任あるサプライチェーン
健全な企業風土・経営基盤の確立

安心・安全

中期経営計画の取り組み

E

豊かな社会を実現するサービスを提供する

業務効率化

快適・
エンタテインメント

ものづくりと持続可能な
地球環境への配慮を両立

健康で安全な職場環境の確保

確かなものづくりで
お客様から信頼・満足を獲得

社会・環境リスクの回避、
信頼向上、事故等の防止

イノベーション人材、
社会貢献意識の高い人材の育成

社会からの信頼獲得
Society5.0のイラストについて
内閣府の下記ホームページより加工して作成
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
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社 会の持 続 可 能（サステナブル）な発 展

NP事業

事故リスク削減

未 来の移 動 体 験 を 創 りま す

1

未来の移動体験を通じて、

企業
ビジョン

マテリアリティ
（CSR課題）

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのマテリアリティ

パイオニアのマテリアリティ
パイオニアグループは社会の持続可能（サステナブル）な発展に貢献するために、優先的に取り組むテーマとして、マテリアリティ（重要課題）を特定しています。
当社のこれまでの社会・環境への取り組みを事業戦略と結び付け、

マテリアリティの特定

Step

抽

1

2021年3月期にマテリアリティを特定しました。

Step

出

2

当社の事業活動とその他の取り組みをS D G sと照合
し、関連性のあるものをリストアップ。

パイオニアグループのマテリアリティ

分

Step

析

3

グループの動向やステークホルダーからの期待・要望
（ISO26000、Society5.0、社外評価）とパイオニア
グループの中期経営計画を踏まえて分析。

特

定

分析結果をもとに、CSR委員会（委員長：代表取締役）
において議論し、マテリアリティを特定。取締役会へ上
申し、承認。

特定したマテリアリティをCSV視点、ESG視点でまとめました。

CSV視点

ESG視点

事業を通じて社会課題解決への貢献につながるテーマ

経営の基盤となるテーマ

事故リスク削減

移動時の情報過多・複雑化解決

持続可能な地球環境への貢献

安全衛生・リスクマネジメントへの
取り組み

人手不足・ラストワンマイル問題解決

高齢化・グローバル社会における
移動支援

お客様満足・製品安全

健全な企業風土・経営基盤の確立

人材育成
（イノベーション人材・社会貢献意識）

責任あるサプライチェーン
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目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのマテリアリティ

マテリアリティと実績
マテリアリティに関する取り組み状況を定期的に監視し、改善につなげています。各項目の取り組み実績は以下のとおりです。
マテリアリティ

事故リスク削減

人手不足・
ラストワンマイル問題
解決

取り組み

安全運転支援の推進となる通信ドライブレコーダーの
契約者数の拡大

●

保険会社向け通信ドライブレコーダーの契約者
年間増加率50％

ナビゲーションモデルに搭載している安全機能を市場に
積極的に提案

●

市販向けカーナビゲーションシステム（サイバーナビ・
楽ナビ）の国内販売目標台数を、ほぼ達成

車両運行業務に関わる様々な課題解決を支援する
物流・配送業界向けのソリューションの推進

● クラウド型運行管理サービス「ビークルアシスト」の

MaaS関連コンソーシアムに積極的に参画し、
地域課題、
社会課題解決に
向けたコアアセットを活用したモビリティソリューションサービスを提供

● コンソーシアムに正式に参加

一人ひとりに最適化されたドライブサポートで、
交通事故防止にも
つながる会話するドライビングパートナー
「NP1」
の発売・拡販
移動時の情報過多・
複雑化解決

2021年3月期の実績

ナビゲーションモデル、
ディスプレイオーディオモデルに搭載している
「運転中のドライバーに負担をかけない、
カンタンで使いやすい操作
性」
を市場に積極的に提案

関連するSDGs

契約年間増加率40％

継続してコンソーシアム定例会や個別ワークを推進中

●
「NP1」の2022年3月期下期市場導入に向け開発着手

●

市販向けカーナビゲーションシステム（楽ナビ）
、
ディスプレイオーディオの国内・海外販売目標台数を、
ほぼ達成

神奈川工科大学と共同研究を実施し、成果報告会を開催
九州大学と共同研究を実施し、成果報告会を開催
● AMECC2※2研究開発へ参加
ドライビングシミュレータのデータ分析の中間報告会を実施
●

高齢化・グローバル
社会における移動支援

多様化するドライバーニーズと様々なモビリティシーンにおいて、
誰もが安全に快適に移動可能な車載HMI ※1ソリューションを提供

●

GUI ※3 領域においてユニバーサルデザイン対応の向上を目指す

●

GUI※3領域のユニバーサルデザイン適用率98.77%

※1 HMI
（Human Machine Interface）
：人間と機械が情報をやり取りするための手段や、そのための装置やソフトウェアなどの総称です。
※2 AMECC2
（Automotive and Medical Concert Consortium 2）
：健康起因交通事故撲滅のための医工連携研究開発コンソーシアム。認知機能が低下した高齢ドライバーの運転リスク評価や、車の運転などの日常生活データに基づく認知症の早期発見に
関する研究開発を目的としています。
※3 GUI(Graphical User Interface）
：画面上に表示される情報や操作の総称。この場合、
カーナビゲーション製品などの
「画面デザイン」
全般を意味します。
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目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのマテリアリティ

マテリアリティと実績
マテリアリティ

取り組み

2030年3月期の自社からのCO2排出量を2018年３月期比30％削減
（国内・海外)
持続可能な
地球環境への貢献

お客様満足・製品安全

2021年3月期の実績
●

CO２排出量の削減

製品・サービスのライフサイクルCO2排出量の削減

●

算出方法の決定および２機種算出

製品・サービスによる貢献量を見える化

●

貢献の見える化の推進

●

お客様の声を早期にサービスへ反映していくための
プロセス検討を行い、運用を開始

サービス事業の成長に向け、
お客様満足度の高い運用体制の構築※

2018年３月期比21％削減

社員エンゲージメント調査の実施と結果の
フィードバック、改善活動の促進
● 在宅勤務制度を全社に拡大、積極的に活用を推進

●

人材育成

（イノベーション人材・
社会貢献意識）

安全衛生・
リスクマネジメント
への取り組み

責任ある
サプライチェーン

健全な企業風土・
経営基盤の確立

自律的成長機会の創出により、
イノベーション人材を育成※

●

ボランティアとしての社会貢献イベント社員
参画人数23名（延べ人数・年間）

グローバル安全衛生の取り組み

●

休業労災

リスクマネジメントの取り組み※

●

個別BCPの維持管理を継続実施

主要取引先とのCSR調達に関する覚書取り交わしの推進※

●

覚書取り交わし実績

パイオニアグループ行動規範や各種法令に対するコンプライアンス
意識の向上を通じて、
顧客の安心を最優先にする企業風土を醸成

●

プライバシー規制への対応方針の整備、
周知徹底を通じて、
顧客の安心を確実なものとする仕組みを構築

●

社会貢献意識の高い人材の育成

12件

81％

国内グループ会社でコンプライアンスeラーニング実施
（受講率97.6％）

※は、パイオニアの取り組みです。それ以外はパイオニアグループの取り組みです。
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国内グループ会社でプライバシー規制対応を含む
コンプライアンスeラーニング実施（受講率97.6％）

関連するSDGs

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

特 集
持続的成長のための社会課題解決

パイオニアのCSV
社会の期待に応えて何を目指すべきか─パイオニアとしては、これまで
長く事業を展開してきたモビリティ領域の課題解決に貢献していくこと
こそ使命と考えています。事業成長に伴い新しい課題にも積極的にチャ
レンジし、持続的な企業価値向上を目指します。

CSV視点のマテリアリティ
事業を通じて社会課題解決への貢献につながるテーマ

関連するSDGs

事故リスク削減

移動時の情報過多・複雑化解決

人手不足・ラストワンマイル問題解決

高齢化・グローバル社会における移動支援

CSVにつながるサービス

未来の移動体験を創るモビリティAIプラットフォーム
「Piomatix（パイオマティクス）」

会話するドライビングパートナー「NP1」
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社会全体の効率化・安全・環境保全に貢献する
「ビークルアシスト」

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのCSV

「 Piomatix 」
特集1：未来の移動体験を創るモビリティAIプラットフォーム
社会の持続的発展のためパイオニアに何ができるのか、事業を通じて
解決できるモビリティ領域の課題とは何か─ソリューションサービス
企業としての成長を担うのはモビリティの「新しいあたりまえ」を生み
出す画期的なプラットフォーム「Piomatix（パイオマティクス）
」です。

全社戦略を担う「Piomatix」
「未来の移動体験の創出を目指し、モビリティ領域における課題をモノ×コトで解決するソリュー
ション企業への転換を図っていく」というアイディアは、パイオニア復活を期して各部署から集結し
たPioneer Innovation Teamによる議論の中から生まれ、後に企業ビジョンへと昇華し、明文
化されました。
ビジョン実現に向け、創業以来蓄積してきた技術資産と現在開発中の新技術を集結させ適切に

人手不足

地域課題

防犯課題

エネルギー課題

移動時の
情報過多・複雑化

事故リスク

高齢化課題

温暖化課題

再配置することで、幅広いステークホルダーに新たな体験の提供を可能とする画期的なサービス
プラットフォームを構築。これを「P i o m a t i x 」と名付け、ソリューション企業への変革に向けた戦
略の担い手として、日々進化し続けています。

モビリティ領域で様々な社会課題を解決する「Piomatix」
今日の車室空間では、タッチパネルの多層化や操作スイッチの増加、膨大な情報量の画面表示な
どの情報量の増大、操作の複雑化が進み、ドライバーの大きなストレスとなり、運転をより煩わしく、
安全に影響を及ぼすものとしています。
当社では創業以来培ってきた「音」の技術と、長年蓄積してきた膨大なモビリティデータから抽出さ
れる付加価値を組み合わせて応用することで、社会課題の解決に貢献できると考え取り組んできました。
「Piomatix」は、目と手を自由にする音声HMIと高度な予測を使って、様々な社会課題を解決する
ソリューションプラットフォームです。
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目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのCSV

「Piomatix」

「Piomatix」のテクノロジー

幅広いモビリティ市場への展開

「P i o m a t i x」を構成するテクノロジーは大きく2つ─音声・センシング・位置情報

パイオニアでは、事業を通じて優先的に取り組むテーマとして「事故リスク削減」
、

等の各種技術を駆使しドライバーの状態変化を予測する
「Predictive Engine」
と、

「人手不足・ラストワンマイル問題解決」
、
「移動時の情報過多・複雑化解決」
、
「高齢化・

それらの情報を従来の操作ボタンやディスプレイではなく
「音声・会話」で案内・操作

グローバル社会における移動支援」
という4つのマテリアリティ
（C S R課題）を設定し

制御することでドライバーの目と手を自由にする
「音声H M（H
I uman Machine

ていますが、
「Piomatix」では、まずは「移動時の情報過多・複雑化解決」
を意識して

Interface）
」です。

開発に取り組みました。さらに、今後はB t o Cにとどまらず、B t o B、B t o B t o C

Predictive Engineは、いつ・どこから・どこに・どんな経路で走行するかなどのド

など幅広い市場へとサービス拡大を図り、他の3つのマテリアリティ、環境負荷低減

ライバーの挙動、複雑な道路状況や発話中などのドライバー大変度、いつどんなコ

などより多くのモビリティ領域の課題解決に貢献できるサステナブルな事業への成

ンテンツが欲しいかなどのドライバーの欲求を推測し、その時・その場に最適な提案

長を目指していきます。

をするテクノロジーです。また、そのサービスをドライバーが安全かつ適切なタイミ

また
「Piomatix」
はオープンプラットフォームです。モビリティ領域のプラットフォー

ングで利用できる音声H M Iを用意することでストレスのない、安心で快適な移動空

マーとして他社との戦略パートナーシップを加速し、さらに多くの課題解決につなげ

間の提供を実現しました。

ることでサステナブルな社会の実現に貢献していきます。
※将来に関する記述は当社が現時点で想定する見通しであり、
将来そのとおりに実現するという保証はありません。

Cloud

AI

Edge

Predictive Engine × 音声HMIテクノロジー
モビリティAIプラットフォーム
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B to C

B to B to C

一般消費者

自動車メーカー

B to B
保険業者

物流事業者

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのCSV

特集2：会話するドライビングパートナー「 NP1」
該当するSDGs項目

「NP1」
は、
「未来の移動体験を創ります」
という企業ビジョンを体現する
「Piomatix
（パイオマティクス）
」が搭載される商品の第一弾。声だけで操作・案内するナビ機

注意喚起により交通事故を削減

能は、まるで助手席の人が案内してくれているかのようなわかりやすさで、ドライ
バーを運転時のストレスから解放し、車室空間の
「新しいあたりまえ」
を実現します。

技術革新の拡大

高齢ドライバーなどの移動支援

新製品
「NP1」

1
新技術「Piomatix」搭載の

運転時ストレスの軽減と安全向上への対応

いま必要な情報のみを音声で提供する仕組み、音声で操作す

プロダクト第一弾は

る仕組みによりドライバーは運転に集中することができ、移動時

「声」と「通信」によりドライビングを

の情報過多などによるストレスから解放されるとともに歩行者・周

まったく新しいものに変えてくれる

囲・自己の安全確保にもつながります。

パートナーのような存在。

2

2022年春の発売予定です。

高齢者にやさしく安全な運転環境の実現

運転技術診断・スコアリングや見守りサービスを通じ、運転弱
者である高齢ドライバーの移動を支援するとともに、危険運転・

多様な機能と成長を通じ様々な社会課題の解決を目指す

事故を回避します。高齢化が進行する中、免許返納見極めなど、
社会課題への貢献を想定しています。

「NP1」は「スマート音声ナビ」
「クラウドドライブレコーダー」
「クルマWi-Fi」
「ドライ
ブコール」
「ドライブトピック」といった複数機能を持ち、これらを「声」だけで操作します。

3

また「通信」を通じた多様なサービス提供と進化が可能になるとともに一人ひとりの

移動体験向上を通じた地方活性化の促進

ドライバーにあわせて「N P 1」自身も成長していきます。これにより、
「運転時ストレス

ドライバーにとって旅行先でスムーズな移動ができるようにな

の軽減と安全向上への対応」
「高齢者にやさしく安全な運転環境の実現」
「移動体験向上

るだけでなく、地域の観光振興や活力向上を目指す自治体にとっ

を通じた地方活性化の促進」など幅広い分野の課題解決へ貢献していきます。

ては、
「N P 1」を搭載した車あるいはレンタカーを利用しているド

今後の展開では地方自治体・事業者向け展開も踏まえた経済貢献へと幅を広げ、課題

ライバーに対して、地域の観光スポットやご当地グルメ、イベント

解決とともに事業としてのサステナブルな成長を目指しています。

などの最新情報を発信することで誘導が可能になります。
※将来に関する記述は当社が現時点で想定する見通しであり、将来そのとおりに実現するという保証はありません。
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目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのCSV

「 ビークルアシスト」
特集3：社会全体の効率化・安全・環境保全に貢献する
該当するSDGs項目

C O 2 排出量削減、交通事故削減、人手不足への対応など多くの問題を抱える物流

注意喚起により
交通事故を削減

輸送業界を支援するソリューションとして、パイオニアではカーエレクトロニクス
事業における技術・ノウハウを企業向けに応用した「ビークルアシスト」を展開して
います。2015年の発売以来、物流輸送業にとどまらず車両を利用する多くの業務

安全運転支援および
最適経路による燃費改善

現場に採用され、企業の課題解決に貢献しています。

運行管理による走行距離・
時間短縮によりCO2 の排
出量削減
パートナーシップ
（企業間連携）

巡回業務効率化による
生産性向上

車両運行業務に関わる様々な課題解決を支援
■ クラウド型運行管理サービス「ビークルアシスト」の仕組み

「ビークルアシスト」ではカーナビゲーションやドライブレコーダー、スマホな
どを端末とし、通信回線でクラウド上のサーバーと接続。端末から送信される車両
「ビークルアシスト」は、事故削減に加え、運行業務の効率化、管理業務の省力化など企業

位置情報や速度などの走行データをもとに、サーバーが車両の動態管理や危険運

が抱える車両運行業務の課題解決を強力にサポートするクラウド型運行管理サービスです。

転の通知・分析など高度な運行管理・支援を行います。インターネット回線に接続
可能なパソコンまたはタブレットがあれば、いつでもどこでもご利用いただけます。

解決する課題

事故削減

運行業務
効率化

管理業務
省力化

当社Webサイト 業務用カーソリューションのページ

https://mobility-service.pioneer.jp/
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目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

パイオニアのCSV

「ビークルアシスト」
Case 1

Case 2

課題解決に貢献した導入事例①

事故削減

管理業務
省力化

課題解決に貢献した導入事例②

事業内容

中古車販売店向け業務支援事業

事業内容

一般貨物自動車運送事業

導入目的

営業の効率化

導入目的

交通事故の抑⽌

安全運転意識の向上

営業車を使った業務の可視化と効率化、安全運転意識の向上を目指して「ビーク

事故削減

運行業務
効率化

車両運行の効率化

以前はトラックが事務所を出発すればドライバーとの連絡手段は電話だけ。

ルアシスト」を導入しました。早くも3か月で業務時間1 0％減、商談件数1 6 . 7％

車両がいまどこで何をしているか把握するのは難しく、状況がわからない中での

増、契約獲得数1 3 . 9 %増と生産性が向上し、導入効果が如実に表れる結果となっ

業務調整は長年の課題となっていました。
「ビークルアシスト」導入による一番

ています。
「ビークルアシスト」で営業社員の社外業務の時間を正確に把握できる

のメリットは、事務所にいながら数十台もの車両位置をリアルタイムで把握でき

ようになり、以前は手書きだった日報が自動作成されるようになったことも効率

るようになったこと。それが、的確な配車などによる業務効率化に加え、迅速な

化に大きく貢献しています。

問い合わせ対応、緊急時対

また、安全運転意識の向上についても「危険運転を音声で知らせてくれるので安

応 に よ る 信 頼性の向上に

全運転を意識するようになった」などの声が社員から寄せられ、実際に急加速、急

もつながっています。

減速、急ハンドルなどの危険挙動は3か月で半減しました。

また、ドライバーの危険
運転が「ビークルアシスト」

■ イメージ

か ら 通 知 さ れるたびにド
ラ イ バ ー へ の声がけを行
ったところ、半年後にはほ
ぼゼロとなり、事故もほと
んどなくなりました。結果
と し て 保 険 料も削減する
ことができました。
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■ イメージ

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

すべてのステークホルダーに信頼され、満足いただける企業になるために

CSR経営の推進

ISO26000：7つの中核主題
コミュニティへの参画と
コミュニティの発展

お客様、株主、従業員、取引先、地域社会など、
あらゆるステークホルダーの皆様と一緒によりよい社会づくりに貢献していくために、

消費者課題

国際規格である
「ISO26000」
を活用し、7つの中核主題に関わる社会的責任を果たします。

豊かで安全な環境を
実現するために
ISO26000：環境

ISO26000：コミュニティへの
参画とコミュニティの発展

該当するSDGs項目

該当するSDGs項目

該当するSDGs項目

利用者視点に
立った人間中心設計

省資源と資源循環、化学物質
の管理

ユニバーサルデザイン
向上への取り組み

地球温暖化
防止

ISO26000：消費者課題

修理の受付による
廃棄物の削減

コミュニティとの共生

産官学連携の共創活動
身体で聴こう音楽会などを
通じた文化、多様性への貢献
森林保全活動
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組織

労働慣行

組織統治
公正な事業慣行

お客様の満足と
信頼を得るために

人権

一人ひとりが
いきいきと働くために
ISO26000：労働慣行・人権

環境

組織統治、
公正な事業慣行

該当するSDGs項目

該当するSDGs項目

女性の
活躍推進

サプライチェーン
マネジメント

障がい者の
雇用促進

組織統治（コーポレート・ガバ
ナンス）
、公正な事業慣行

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

CSR経営の推進

お客様の満足と信頼を得るために

該当する
SDGs項目

安心と満足が得られる商品とサービスを提供します。
パイオニアグループは企業理念「より多くの人と、感動を」を追い求める上で、
重要項目

もっとも基本的なことが品質の確保と考え、以下の品質保証理念を掲げています。
品質保証理念

商品の安全、公的規制遵守、商品の品質

「お客様の安心と満足が得られる商品とサービスを提供する」

アフターサービスの品質

より多くの方々に「安心」、
「満足」をお届けできるよう、
お客様の声と各種データを活かし、品質保証部門、お客様サポート＆アフターサービス部門と

お客様の立場に立った改善の遂行

各事業部門、機能部門が連携し、3つの重要項目を定めて改善に結びつけています。

商品の安全、公的規制遵守、商品の品質
お客様に安心をお届けするための活動
品質保証部門

●

商品の品質や安全性に関わる情報をお
客様や販売店から積極的に収集・分析

容を収集・分析し、市場の課題を品質保証部
門および商品企画・事業部門へフィードバッ

安全性に関わる情報は一括管理し、迅

クすることで、商品の改善に活かしています。

修理受付

重大な
安全問題への
緊急対応

●「お客様の声」
という定期便を月次で役員と

商品を販売する国・地域の法律や、国

関連部門の部門長、関連するすべての担当

際規格、業界基準などを収集・展開し、

者に配信し、お客様からの生の声を共有して

商品づくりに反映しています。

います。

販売店

お客様サポート＆
アフターサービス部門

修理受付

相談窓口

グループ本社品質保証部門（調査）

定期的な情報交換

お客様や販売店に対して、適切な情報

フィードバック

対応窓口

● お客様や販売店からの日々の問い合わせ内

速に経営トップに報告するとともに、

●

フィードバック

日常の活動

し、継続的な品質改善に努めています。

提供を行っています。

お客様

お客様サポート&アフターサービス部門

品質改善
●

■ 商品の安全性に関わる、お客様や販売店からの情報の流れ（概要）

品質保証担当役員ほか
品質特別委員会
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製品担当品質管理部門ほか
（原因分析、対策処置）

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

CSR経営の推進

お客様の満足と信頼を得るために
アフターサービスの品質
真心を込めたサポート&アフターサービスを提供
お客様視点にたった
カスタマーサポート

■ グローバルアフターサービス体制
（

）内の数字はサービス拠点・代理店

全世界均一のアフターサービス
提供への取り組み

カスタマーサポートセンターでは、電話

国内は各主要都市にパイオニア直営のサー

とメールにてお客様からの相談を受け付け

ビスセンター／サービスステーションを配置

ています。

し、車載機特有の課題を迅速に解決するため、

また、営業時間外でもお客様が課題解決

熟練したサービスエンジニアを配備。地域密

できるようにホームページ上の「よくある

着のサービス提供を実践しています。海外各

質問（F A Q）
」のコンテンツを充実させ、利

販社においてもサービスエンジニアを配備。

便性の向上および課題の早期解決によりお

効率的な集中化体制で、各地域のアフター

客様満足度の向上に努めています。

サービス活動の向上に取り組んでいます。

合計1,052

グローバルアフターサービス統括

パイオニアサービスネットワーク株式会社
日本（50）

欧州統括会社
（ベルギー）

アセアン
統括会社
(シンガポール)

東アジア
統括会社
(中国)

北米統括会社
（USA）

中近東・アフリカ
（157）
欧州
（169）

アセアン地域
（85）

中国
（22）

米国
（40）

ロシア
（79）

インド
（197）

香港
（1）

カナダ
（4）

■ 国内を対象とするお客様満足度調査（自主調査）の結果（2021年3月期）
電話応答率

94.4%

カスタマーサポート総合満足度

99.2%

修理完了者総合満足度

オセアニア
（33）
韓国
（1）
台湾
（1）

中南米
（213）

83.4%

・ 上記調査結果は、当社独自の満足度調査によるものです。
・ 修理完了者総合満足度は、アンケートはがきおよびインターネットにて、複数の質問を選択いただき、
「良い」
「まあ良い」
「あまり良くない」
「悪い」の四つの選択肢のうち、上位二項目（良い、まあ良い）の合計割合を満足度としています。
・ それ以外の満足度は、電話応対終了後、自動音声応答を使用し、質問に回答いただき、
「大変満足」
「まあ満足」
「少しご不満」
「かなりご不満」の四つの選択肢のうち、上位二項目目（大変満足、まあ満足）の合計割合を満足度としています。

当社Webサイト お客様サポート

https://jpn.pioneer/ja/support/
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目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

CSR経営の推進

お客様の満足と信頼を得るために
お客様の立場に立った改善の遂行

お客様の立場に立った改善を進め、より満足いただける商品の提供に取り組んでいます。
パイオニアグループでは、お客様の満足度を高めていくために継続的な改善に取り組んでいます。
●

プロセス改善：国際的な品質マネジメントシステムに基づく取り組み

●

ソリューションサービス：お客様の課題を解決するカスタマーサポートから、お客様の成功を能動的
かつ継続的に支援するカスタマーサクセスへシフト

●

品質保証に関する国際規格（ISO9001、
IATF16949）
に基づいた品質マネジメントシステムを構築し、PDCA
サイクルによる継続的な改善に取り組んでいます。

ソリューションサービスにおける
カスタマーサクセス活動

■「ビークルアシスト」のカスタマーサクセス
導入企業

当社では、運行“管理”＋運行“支援”のサービスで
ある
「ビークルアシスト」
を法人向けに展開しています。
導入企業の多くは、社有車の交通事故減少や運行
導入企業の目的達成を支援するカスタマーサクセス

ご期待に応えていきます。また、近年の商品とサービ

部門を立ち上げ、導入から運用までお客様に伴走し、

スの進化に合わせ、サイバーセキュリティ対応にも力を

先回りした課題解決を行っています。

入れており、PSIRT※1の立ち上げやJ-Auto-ISAC※2

導入時の不安解消をはじめ、運用に入ってからは実

への加盟、ISO21434※3に対応したプロセスの構築な

際に使ってみた声を逐次お聞かせいただき、当社ノウ

どを行いました。

ハウを活かした分析を行い、導入企業に最適な利用
方法と運用方法改善の提案をすることで、サービスを

クラウド型運行管理サービス

導入支援

●
●

に行い、導入企業の安心、満足の向上と、目的達成を
支援します。

運用支援

利用・運用方法改善
サービス改善／機能追加
利用
お客様
の声

提案

不安なく
円滑導入

分析

利用いただくメリットを最大化しています。また、サー
ビスへの新機能追加／既存サービスの改善を継続的

管理業務
省力化

運行業務
効率化

事故削減

導入目的

管理の効率化などを目的にサービスを導入します。

争力の高いものへと進化させていくことで、お客様の

※１ PSIRT（Product Security Incident Response Team）
：製造・
開発する製品やサービスを対象に、セキュリティレベルの向上やイ
ンシデント発生時の対応を行う組織。
※２ 一般社団法人Japan Automotive ISAC:日本の自動車および関
連するサービスを安全かつ安心に使えるようにサイバーセキュリテ
ィリスクの情報共有・分析およびサイバーセキュリティ対応能力の
強化を推進している団体。
※３ ISO21434：自動車サイバーセキュリティ対策に関する国際規格。

品質マネジメントシステム

無自覚
欲求
意見・要望

不平・不満
不具合

顕在ニーズ

パイオニア
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満足度 大

改善を組織に根付かせ、既存のプロセスをさらに競

● ISO9001

● IATF16949 自動車産業品質マネジメントシステム

商品開発：人間中心設計を使った、お客様の本質的な欲求にお応えする商品づくり

品質マネジメントシステムによる
継続的プロセス改善、サイバーセキュリティ対応

当社が取得している品質保証に関連した主な国際規格

潜在ニーズ

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

CSR経営の推進

より高品位な商品を

お客様の満足と信頼を得るために

より楽しく、
より快適に

感性品質の向上

人間中心設計の推進によるユーザーエクスペリエンスを提供
パイオニアグループでは、感性品質、ユニバーサルデザイン、ユーザビリティを3つの柱とした人間中心設計：
HCD（Human Centered Design）
を推進しています。そしてお客様に楽しく心地よく使っていただけるような
驚きをユーザーエクスペリエンス
（体験価値）
として提供するために挑戦を続けていきます。
※ 人間中心設計：HCD（Human Centered Design）ISO9241-210に基づく設計。
利用者の要求や利用時の体験を踏まえて、商品やサービスを開発するためのプロセス。

●感性品質向上への取り組み

ユーザー
エクスペリエンスの提供

人間中心設計
（HCD)
ユニバーサル
デザインの向上

ユーザビリティの
向上

より多くのお客様に

より使いやすく

●ユーザビリティ向上への取り組み

「見る」
「触る」
「聞く」を通じて実際に感じ

様々な使用環境でのユーザーテストを通して、

られる商品の良さを感性品質と定義していま

商品の使い勝手にお客様がお困りにならないか、

す。質感・精度感（視覚）／手触り感・操作感

どのような部分に原因があるのかを分析し、対

（触覚）／動作音など（聴覚）において品質の

策を講じています。

向上を目指しています。

地図に表示される様々な要素のユーザーテスト
魅惑的なイルミネーション表現

INTERVIEW

●ユニバーサルデザイン向上への取り組み

お客様の隠れた思いをくみ取ったデザインへ

一人ひとりのお客様が快適に、楽しく使える

私はU X（ユーザーエクスペリエンス）デザイナーとして、常に人間中心設計を
意識して日々業務に取り組んでいます。具体的には、調査やインタビューを通し
て、お客様となるターゲットユーザーの生の声や行動か
らニーズや課題を抽出し、商品やサービスの指針とする
べくUXをデザインします。
特に私が大事に思っていることは、お客様の表面化し
ていない隠れた不満や願望をくみ取り、気持ちに寄り添
いながらも、なお一歩先を行くU Xを創出することであ
り、このことがお客様が商品やサービスを体験した時の
驚き・感動・興奮につなげられると思っています。この
思いを常に心がけながら人間中心設計の取り組みを推進
デザイン部
橋本 拡昌
していきたいと思います。

ことを第一に開発しています。カーナビゲーシ
ョンなどの画面デザインでは色覚対応に力を
入れており、様々な色覚特性の見え方であって
も、簡単に識別し意味を理解できるように、情
報の優先度や色の組み合わせを工夫したデザ
色覚特性に配慮した地図

インにしています。
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豊かで安全な環境を実現するために

該当する
SDGs項目

パイオニアグループ環境データ（2021年3月期）

環境保護の理念

温室効果ガス・エネルギー使用量の削減

パイオニアグループは、地球環境を維持、改善し、次世代に
引き継ぐことが企業の使命の一つであることを深く認識し、

パイオニアグループの事業所における2021年3月期の温室効果ガス排出量は、2018年3月期

常に豊かで安全な環境の実現に寄与するよう努めます。

と比較し、21.4%減少しました。また、エネルギー使用量は、前年度と比較し、27.6%減少しました。
温室効果ガス排出量の推移

エネルギー使用量の推移
国内

（千トンCO₂）

環境マネジメントの考え方

44.8

50

43.6

39.8

パイオニアグループは、持続可能な社会の実現のために、環境問題の解決に貢献するソ
リューションの提供（正のアウトプットの最大化）を目指します。また、それを実現する

20

ための製品／サービスのライフサイクルにおける環境配慮（インプットの最小化）および

10

電力

（テラジュール）

1,800

1,535

1,497

1,360

1,500

35.2

40
30

海外

石油

ガス

1,171

1,200

848

900

自社が排出する環境負荷の低減（負のアウトプットの最小化）に取り組みます。

600
300

0

カーボンニュートラルへの対応

2018/3

2019/3

2020/3

0

2021/3

2017/3

2018/3

2019/3

2020/3

グローバル社会が2 0 5 0年カーボンニュートラルの実現に向けて大きく動き始める中で、

廃棄物・有価物の発生量の削減および廃棄物・有価物のリサイクルにより埋め立て処分量を
ゼロに近づける活動を実践しています。2021年3月期のリサイクル率は99.9％
（国内）
でした。

を2018年3月期比で30％削減する目標を設定し、活動を推進し
（Scope1※1＋Scope2※2 ）

廃棄物・有価物 発生量の推移

ています。継続的な省エネ活動や事業再編への対応、在宅勤務などの働き方の効率化など

（トン）

を推進した結果、2021年3月期実績は2018年3月期比で21％の削減となりました。今後も

12,000

再生可能エネルギーの導入・調達などを視野に入れ、早期の目標達成を目指します。

11,355

リサイクル率の推移
国内

海外

11,062

10,000

国内

（%）

100

7,849

99

7,890

8,000

また、カーボンニュートラルはエネルギーに関連する社会構造、産業構造の大変革と認識

5,779

99.8

99.7

2017/3

2018/3

100.0

99.8

99.9

98

6,000

しています。当社が参入している産業分野では、車の使い方改革や物流革命などがカーボン

97

4,000

ニュートラルに伴うグリーン成長戦略として着目されています。カーボンニュートラル社会に

96

2,000

おいて、当社がその社会的責任を果たすために、事業におけるサプライチェーンC O 2 排出量

0

2017/3

2018/3

2019/3

2020/3

2021/3

95

2019/3

2020/3

（Scope3 ※3 ）の算出と削減を行います。また、モビリティ分野で貢献する製品・サービスを
当社Webサイト 環境データ集

生み出すためLCA※4を積極的に進めていきます。
Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
（燃料の燃焼、工業プロセス）
Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3：Scope1、Scope2以外の間接排出
（事業者の活動に関連する他社の排出）
LCA：ライフサイクルアセスメント。製品やサービスに関する環境影響評価の手法

2021/3

廃棄物・有価物発生量の削減

パイオニアグ ループは、マイルストーンとして2 0 3 0年3月期に自社からのC O 2 排出量

※1
※2
※3
※４

冷水

環境に関する詳細データはこちらをご覧ください。

https://jpn.pioneer/ja/corp/sustainability/environment/data/
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豊かで安全な環境を実現するために

環境配慮（インプットを最小化）
プリント基板の有効使用率の改善
当社の製品には電気部品を実装するプリ
ント基板(以下、基板)が使用されています。
生産ラインでは基板を加工し製品に搭載し

環境貢献（正のアウトプットを最大化）
当社のクラウド型運行管理サービスは導入企業の走行距離・時間の短縮をサポートするとともに、
環境面でエネルギー
（ガソリン、電力など）
利用効率の向上と、それに伴うCO₂排出抑制に貢献します。
また、運転中のドライバーには、当社の提供するリアルタイムの運転支援情報をご利用いただくことで、
気候変動（急激な天候変化など）がもたらす運転時のリスク低減に貢献します。

ますが、余った部分はマテリアルリサイクル
減に着目し、有効使用率（使用面積／全面

環境マネジメント

環境貢献

されます。このリサイクルにまわる部分の削

事業活動

積）
という指標を定義し目標を決め、開発時
の基材原版の形状に対して、当社の基板形
状を最適化することも同時に行いました。結
用できるようになり、廃棄物の削減や基板の
製造・輸送それぞれのCO₂排出量削減など、
社内ではリサイクルにまわる基板の削減と

・材料、部品

環境負荷低減（負のアウトプットを低減）
梱包フィルム廃材をビニール袋にリサイクル
川越事業所リサイクルセンターでは、事業所で
排出されている梱包用のストレッチフィルムをビ

環境負荷低減

果、基板メーカーでは原材料が効率的に利

インプットを最小化

・ソリューションの提供

環境配慮

の管理を開始しました。また、基板メーカー

正のアウトプットを最大化

・エネルギー
・化学物質
・水
・その他

ニール袋に再生し、これをごみ袋として事業所内で
再 利 用 し て い ま す。
負のアウトプットを低減

2021年６月実施のフィ
ルム廃材285kgのリサ

ムダへの意識、原価低減が加速され、サプ

・温室効果ガス

・不良品

イクルにより、省資源と

ライチェーン上の環境負荷低減に好影響を

・廃棄物

・その他

839kgのCO 2排出削

・有害物質

与えています。
改善前

改善後

有効使用率
90.4％

有効使用率
97.7％

減につながりました。

部品や製品の梱包用ストレッチ
フィルム

INTERVIEW
循環型社会形成への想い

人事総務本部 人事総務グループ 業務推進部

鎌田 政幸

私は川越事業所リサイクルセンターに所属しています。リサイクルセンターの役割は廃棄
物を減少させ循環型社会を形成することだと考えています。この想いを胸に取引業者も交え
改善に取り組み、ストレッチフィルムから再生したビニール袋を再利用することに成功しまし

た。
「自ら排出した廃棄物を、自らの事業所で再利用する」ことが重要だと感じています。
SDGsのターゲットでもある循環型社会形成に今後も貢献していきます。
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コミュニティとの共生

該当する
SDGs項目

様々なコミュニティへの参画を通じて、豊かで持続可能な社会を目指していきます。
パイオニアグループは、企業理念「より多くの人と、感動を」のもと、地域社会の要請を考慮した幅広い分野での活動を通じ、豊かな社会づくりに貢献しています。
具体的には、当社の技術やノウハウを活かした「音」
「教育支援」
「環境保全」中心の社会貢献活動や、国・大学と協働の研究開発などを行っています。

音

身体で聴こう音楽会

産官学連携の共創活動

パイオニアを代 表する社 会 貢 献 活 動 の 一つとして、

当社は、運転の不安や心配を解消できる人を中心としたH M I ※1ソリューションに着目し、

1 9 9 2年より定期的に開催しています。創業者の松本 望

産官学連携の共創活動を実施しています。神奈川工科大学との協働で、システムがドライバー

が考案した音を振動に変える「ボディソニック（体感音響

の行動や心理状態に与える様々な影響を理解し、適切な情報通知によって、交通事故要因の

システム）
」を使い、聴覚障がいの方も一緒に音楽をお楽

一つと言われているドライバーディストラクション※2を軽減する研究を行っています。また、九

しみいただける音楽会です。

州大学との協働では、様々なノイズが発生する運転環境下における音の情報通知デザイン

教育支援

（A U I）※3やユーザビリティ※4 の研究を、両大学ともに10年以上にわたり実施しています。

ものづくり教室

最近では、国立研究開発法人産業技術総合研究所が主催するコンソーシアムAMECC2 ※5
へ参加し、運転行動データの分析結果に基づいた高齢ドライバー支援を検討しています。

ものづくりの楽しさを体験してもらう活動を行ってい

今後も、多様化するモビリティシーンにおけるすべての人に寄り添ったソリューションの開発

ます。2020年度はコロナ禍のため、オンラインも交え4

を、産官学と深く連携しながら挑戦し続けていきます。

回開催しました。小学生を対象とした「ものづくり教室」
では、音の原理やスピーカーの仕組みを勉強した後、実
際に紙製のスピーカーづくりに挑戦します。自分でつく
ったスピーカーから音が出た時の子供たちの笑顔と感動
を大切にしていきます。

環境保全

当社Webサイト 社会貢献

https://jpn.pioneer/ja/corp/sustainability/social/contribution/

パイオニアの森

当社Webサイト 福祉活動・地域社会との交流

2 0 0 5年に埼玉県農林公社との協定を経て生まれた鎌

https://jpn.pioneer/ja/corp/sustainability/social/contribution/others/

北湖近くの桧の森「パイオニアの森」は、社員とその家族
の間伐や枝打ちにより、明るく緑あふれる森へと成長しま

※１ HMI
（Human Machine Interface）
：人間と機械が情報をやり取りするための手段や、そのための装置やソフトウェアなどの総称です。※２ド
ライバーディストラクション：運転手が運転操作以外のことに意識が向けられることによって、運転のパフォーマンスが低下すること。※３ AUI：
Auditory User Interfaceの略称。人間の聴覚特性を考慮した音で機械と情報をやりとりするための手段。※４ ユーザビリティ：ユーザーがシステ
ム、製品またはサービスを利用する際に効果、効率および満足を伴って特定の目標を達成する度合いのこと。※５ AMECC2
（Automotive and
Medical Concert Consortium 2）
：健康起因交通事故撲滅のための医工連携研究開発コンソーシアム。認知機能が低下した高齢ドライバーの
運転リスク評価や、車の運転などの日常生活データに基づく認知症の早期発見に関する研究開発を目的としています。

も り

した。2 0 16年には埼玉県も加わり、埼玉県森林づくり協
定を締結しました。今後も子供たちの自然体験教室など
森での活動を充実させていきます。
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一人ひとりがいきいきと働くために

該当する
SDGs項目

従業員と会社のエンゲージメントを重視し、
多様な社員が自律的に活躍できる環境をつくります。

自分事化

人的資産価値向上

パイオニアグループは、社員と組織のあるべき姿として「従業員と会社のエンゲージメントを重視し、

エンゲージメント

自律的な成長を促す環境づくり」に取り組んでいます。
世界中の多様な社員たちが、公正な競争の中で自律的にチャレンジし人的資産価値を向上できるよう、

従業員

動機付けと成長の機会、環境の提供を行うことで企業価値の向上を図っていきます。そのため、2020年
より定期的に従業員エンゲージメントサーベイを実施し経営および人事施策のレビューに活用しています。

育児・介護と仕事の両立支援

動機付けと成長機会、環境の提供

Motivation/Opportunity/Environment

女性の活躍推進

パイオニアは、社員の育児・介護と仕事の両立支援のための取り組みを積極的に推進し

2021年3月末の女性管理職比率は4.5%

ています。育児との両立においては、育児休職に入る社員やその上司に対する研修や休職

です。2024年3月末までに5.0%にするこ

中の情報共有、職場復帰に向けたプログラムの整備など、積極的な支援を行っています。

とを目標に以下に取り組んでいます。

また育児・介護の制度を解説するリーフレットの配布やセミナー実施を通じて、社員の

① 女性社員のキャリア形成への意識醸成

育児・介護に対する理解を促進し、育児・介護による離職を避ける取り組みを行っています。

プログラム実施
② ダイバーシティに関する研修プログラ
ム実施

INTERVIEW
育児と仕事の両立への周囲の理解
それに応える自律的な姿勢
第一子でもあり、2か月くらい取得できると妻の負担
も減らすことができるため、
「自分もサポートしたい、育
児に参加したい」という思いから育児休職を選択しまし
た。周囲のサポートもあって、スムーズに休職と復職が
できました。復職後も、一緒に仕事をしているメンバー
の理解と協力のもと、気持ちよく働いています。現在は
在宅勤務も活用しながら、より自律的に業務と向き合う
とともに、育児は妻とも分担しながら、うまく両立する
ことを心がけています。

企業価値向上

女性管理職比率の推移（パイオニア株式会社）
管理職比率

（%）

5
4
3

3.2

4.6

4.5

2020/3

2021/3

3.6

2
1
0

2018/3

2019/3

障がい者の雇用促進
パイオニアグループは、企業の社会的
責任を果たすとともに、多様な人材の活

（人）

用を図っていくために、障がい者雇用に

80

取り組んでいます。今後は積極的な雇用

60

はもちろん、グループ全体で職域の拡大
SaaSテクノロジーセンター Piomatix
コアテクノロジー統括グループ
Predictiveテクノロジー開発部

障がい者雇用の推移（パイオニア株式会社）

に努めていきます。
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雇用数
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雇用率

71

2.07

2.10

2018/3

2019/3

2.0

2020/3

2021/3 1.5

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

CSR経営の推進

一人ひとりがいきいきと働くために
働き方に柔軟性を持たせる制度施策

新型コロナウイルス感染症への対応
■ 方針と感染防⽌策

社員が働きやすく、活躍しやすい職場を実現するため、パイオニアでは柔軟な働き方や、
休暇の取得しやすさを実現するための制度を導入しています。2020年以降は、それまで育

パイオニアは、2020年1月30日に「新型コロナウイルス対策本部」を立ち上げ、社員と

児／介護事由のある社員のみに適用していた在宅勤務制度を全社員へ拡大、在宅勤務手当

その家族、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様の安全確保、感染拡大防止を最

の支給、在宅勤務に関するeラーニングの実施など、積極的な制度活用を推進しています。

優先に考えて対策を行ってきています。主な取り組みとして 、本社地区、川越事業所など
に勤務する全社員に対して在宅勤務を推奨し、在宅勤務ができない製造部門などの職場を
除いた出勤者数の7割減を目標としました。本社地区ではその目標を達成し、新しい働き

パイオニアの働き方・休み方の選択肢
●
●
●
●

フレックスタイム制
有休・半休

時間単位有休

在宅勤務制度

●
●
●

方として定着を進めています。

フレックスバケーション（5稼働日連続の有休）
短時間勤務制度（育児・介護）

当社Webサイト 新型コロナウイルス感染症に対する当社の対応について

リフレッシュ休暇（35歳・45歳・55歳での長期有休）

https://jpn.pioneer/ja/support/oshirase_etc/other/info200402.php

INTERVIEW

人材育成

ニューノーマルで広がる活躍の場

パイオニアでは多様な人材の活躍を支援する教育プログラムを豊富に用意しています。

私は当社の社会貢献活動の一つである「身体で聴
こう音楽会」の事務局を担当しています。聴覚障がい
があるため、その視点も活かし、お越しいただいた方
に喜んでいただけるよう取り組んでいます。職場で
のコミュニケーションに多少苦労した経験もありま

業務に必要なスキルの習得はもちろん、ライフステージに合わせたキャリア教育や自己
啓発プログラムで、社員が自律的に成長する機会を提供し、キャリア形成を支援します。
■ 主な取り組みや制度
理解促進

キャリア支援

自律的な学びの場

企業倫理研修

メンター制度

チャレンジ研修

コンプライアンス研修

キャリアアセスメント制度

ハラスメント研修

キャリアデザイン研修

育児／介護リーフレット

ジュニアリーダー制度

したが、在宅勤務とチャットツールが導入されたこ
とでテキストでのやりとりが増え、周囲とのコミュ
ニケーションがより取りやすくなりました。さらに、
音声を文字化するアプリを活用し、会議や打ち合わ
せもスムーズに進められています。最近ではチャッ
ト会議で私が司会を務めるなど、徐々に活躍の場を
広げることもできています。

どこでもチャレンジ研修
（社外講座）
語学研修
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人事総務本部
人事総務グループ 人事企画部

杉原 真弓
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一人ひとりがいきいきと働くために
社員の心と健康のサポート
パイオニアは、社員の健康管理を、安全衛生面のみならず、人と企業を成長させるための

パイオニアの健康管理に関する施策

経営の重要な課題として捉え、各種の施策に取り組んでいます。とりわけメンタルヘルスケア
は予防中心型の取り組みを推進し、社員を対象としたセミナーの開催、啓発を目的としたリーフ

● メンタルヘルス研修の開催

レットの配付、健康管理室の充実、さらに「メンタルヘルス職場復帰プログラム」など、様々な

●

産業医による面談・相談

● メンタルヘルス職場復帰プログラム

施策を展開しています。また、治療と仕事の両立支援も大切なテーマであると考えています。

●

●

有休取得の促進

産業医による各種健康セミナーの開催

安全衛生への取り組み
パイオニアグループでは、
「安全と健康を守ることはすべてに優先する」を安全衛生に対する基本理念としています。
パイオニアグループの安全衛生に対する取り組みを推進し、全体を統括管理するグローバル安全衛生委員会を中心に、
取引業者等との連携に努め、事業活動に関わるすべての人の安全と健康の確保に取り組んでいます。
■ 活動事例

トップメッセージによる安全衛生への意識向上

安全ガイドラインの発行

4月25日をパイオニアグループの「安全の日」として従業員向けにトップメッセージ
を送信し、安全衛生への意識向上を図っています。

パイオニアグループ各社が安全活動のPDCA
を回して、レベルを向上するためのガイドラ
インを制定し維持管理しています。

トップメッセージより一部抜粋
■活動の振り返り
2020年度は、
「休業労災ゼロ」
「作業リスクアセスメント全拠点導入」
「ヒヤリ・
ハット活動」の3つの目標達成に向け活動しました。その結果、労働災害23件、
休業労災12件の発生となりました。2019年度の労働災害27件、休業労災13
件から着実に改善することができました。目標である無災害拠点（休業1日以
上の休業労災の発生がない拠点）は、2019年度と同じく、対象の15の生産拠
点のうち9拠点となりました。

休業労災ゼロ拠点表彰
（2020年4月～2021年3月）
パイオニアグループ9拠点がリモート会議で
委員長から表彰されました。

■今後の活動について
今年度2021年度の安全衛生目標は、
「休業労災ゼロ」
「職場環境変化による新
規のメンタル休職ゼロ」の2点としました。パイオニアグループで働く世界中
のすべての人が、安全で、そして快適に仕事ができる職場環境を目指し、今期
も一緒に頑張りましょう。

当社Webサイト 従業員とともに

https://jpn.pioneer/ja/corp/sustainability/social/employee/
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組織統治、公正な事業慣行

該当する
SDGs項目

パイオニアグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、

組織統治（コーポレート・ガバナンス）の実効性を高めるとともに、公正な事業慣行を推進します。
組織統治（コーポレート・ガバナンス）

当社は、コーポレート・ガバナンス体制として「監査等委員会設置会社」制度を採用し、経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関

および監督機関としての取締役会、業務執行機関としての代表取締役、監査機関としての監査等委員会を設置しています。

また、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を複数選任しています。
■ コーポレート・ガバナンス体制図（2022年1月1日現在）

株主総会
選任／解任

意思決定・監督機能

取締役会

監査等委員会

取締役6名
（うち代表取締役１名）
（うち社外取締役２名）

３名
（うち社外取締役２名）

会計監査人

監査報告

業務執行機能
選定／解職・
監督・承認・指示

内部監査部門
内部監査

指示
報告

1名

経営執行委員会

代表取締役の諮問機関
付議・報告

選任／解任・
監督・指示

連携

代表取締役

付議・報告

執行役員
報告

答申/上申・報告

承認・指示

（取締役会の諮問機関）

CSR委員会

（委員長：代表取締役）
付議・報告

承認・指示

各部門、グループ会社
〈パイオニアグループ規程〉
・パイオニアグループ企業行動憲章 ・パイオニアグループ行動規範
・内部統制システム基本規程、連結内部監査基本規程などによる業務の適正確保
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承認・指示

11名

業務の執行
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組織統治、公正な事業慣行
執行役員および経営執行委員会

リスクマネジメントおよびパイオニアグループ規程

取締役会では、迅速な業務執行と責任の明確化を図るため、執行役員を選任し、取締役

パイオニアグループでは、
「信頼される経営」を行うために、これを阻害するリスクの未

は全社的な視点からの意思決定・監督機能に特化し、執行役員はその業務執行機能を強化

然防止および危機発生への備えの仕組みとして、内部統制システムおよびリスクマネジメ

しています。

ントの充実・強化を推進しています。

また、代表取締役が取締役会からの委任を受けた範囲内で業務執行を決定し、または取

また、パイオニアグループ全体での業務執行の適正化・効率化を図るために、
「パイオニ

締役会に上程するにあたり、執行役員および有識者の意見を求めるための機関として「経

アグループ企業行動憲章」を頂点として、
「パイオニアグループ行動規範」およびグループ

営執行委員会」を設置しています。

各社の権限と責任の範囲やコンプライアンスルールなどに関する諸規程で構成される「パ

これらの取り組みを通じて、取締役の業務執行の迅速化・効率化と、取締役会の意思決

イオニアグループ規程」を定め、周知徹底を行っています。

定・監督機能の強化を図っています。

内部通報制度（ビジネス・エシックス・ホットライン）

CSR委員会

パイオニアグループでは、従業員が安心して仕事ができる風土を根底から腐らせかねな

取締役会がCSR活動の方針・推進体制に関する重要事項を決定するにあたり、当該決定

い逸脱行為の撲滅と「パイオニアグループ行動規範」に反する行為の早期発見や適切な対

に係る答申または上申を行うとともに、取締役会の決定に基づきC S R活動を推進する機

応を図ることを目的として、グループ全体の社内通報制度として「ビジネス・エシックス・

関として、代表取締役を委員長とするCSR委員会を設置しています。

ホットライン」を設けています。

主な会議体および機能

つつ、通報したことを理由として不利益な取り扱いを受けないよう適切な運営を図ってい

このホットラインは、外部機関を通報の受付窓口としており、通報者の匿名性を確保し

取締役会

会社の経営管理の基本方針を決定し、その執行を監督

監査等委員会

取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任の決定等

経営執行委員会

代表取締役が業務執行にあたり執行役員等の意見を求めるための機関

CSR委員会

ＣＳＲ活動に関する重要事項の取締役会への答申または上申を行うととも
に、取締役会の決定に基づきＣＳＲ活動を推進する機関

ます。通報内容は監査等委員会の委員長である社外取締役にも同時に報告される仕組みと
しており、誠実かつ確実な対応が可能となっています。

コーポレート・ガバナンスのレビュー
2020年度におけるパイオニアグループのコーポレート・ガバナンスのレビューは次のとおりです。
取締役会
監査等委員会
経営執行委員会

32

14回開催
6回開催
12回開催

CSR委員会

3回開催

社外取締役（監査等委員）と会計監査人との会合

4回開催

社外取締役（監査等委員）と内部監査部門との会合

10回開催

内部通報

18件対応
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組織統治、公正な事業慣行
公正な事業慣行
パイオニアグループは、社会の一員として平和と秩序を守り、豊かな発展を目指して、

社内外の法令・規程の遵守は勿論のこと社会的規範・道徳律を尊重し、公正な企業活動を推進します。

INTERVIEW

■ 経営情報の適正開示
「情報の適正な開示」を確実に実行し、社会およびステークホルダーからの企業
理解の促進と信頼性の向上を目指しています。

コンプライアンスは企業の成功の要
リスクマネジメントは当社の法務部門が担う重要な機能ですが、リスクを管理

■ 公正取引の確保 公正で自由なビジネスの推進
独占禁止法および関連法規の違反防止のため、パイオニアグループ規程を定め、
マニュアル類を整備し、教育を徹底しています。

する上で最も効果的な手段の一つは、コンプライアンスプログラムを実施するこ
とです。同プログラムにより、業務を脅かす重大リスクを特定し、また、関係法令
の遵守および法的損害・評判の毀損の回避につながる方針・手続きに基づいてリ

■ 知的財産の保護
知的財産を適切に維持管理するとともに、他者が保有する知的財産を尊重します。

スクに対処することが可能になります。当社では、定期的に研修を実施してコン
プライアンスに関する方針を全社員に周知するとともに、当社に損害を及ぼすお

■ 危機対応
企業経営に重大な影響を及ぼす恐れのある危機の発生時における適切な対応を
図るため、パイオニアグループ規程を定め、
「EM委員会」を常設の機関として置き、
危機管理に関する教育・啓発を行うとともに、危機発生時における対応と事態解
決を行っています。

それのある不正行為を報告するための様々な手段を提供しています。また、問題

■ 安全保障輸出管理
国際的な平和および安全の維持のため、安全保障輸出管理に関する国際合意、各
国の輸出規制関連法を遵守し、グループ横断的な「パイオニア輸出管理委員会」の
もとで的確な管理を行っています。

くことができます。また、取引先や消費者、株主も、

■ 反社会的勢力の排除
パイオニアグループ間で関連情報を共有し、対応指導、連絡の徹底により、組織
的かつ毅然として、法令などに則った対応を行っています。

る企業となり、ますます競争が激しくなる事業環境

の未然防止のために適切な措置を講じることにも力を入れています。
強固なコンプライアンスプログラムがあること
で、社員は良き企業市民として正しい行いをしよう
と努める組織の一員であることに誇りをもって働
不祥事とは無縁の高い倫理観を持つ企業と付き合
いたいと考えるものです。確かなコンプライアン
スの文化を醸成することで、当社は人々に求められ
において戦略的優位に立つことができます。コン
プライアンスは当社の成功の要なのです。

■ 個人情報の保護および情報セキュリティ対策の強化
個人情報に関係する法令や規則等を遵守し、お客様の権利・権益を厳重に保護
します。また、外部からのサイバー攻撃等に対する情報セキュリティ対策の強化
に取り組んでいます。
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キャスリーン・ヘイドン

目指す姿

マテリアリティ

CSV

CSR経営の推進

CSR経営の推進

組織統治、公正な事業慣行
サプライチェーンにおける社会的責任の推進
「パイオニアグループ行動規範」において、取引先と対等な立場で関係法令および契約に従った誠実な取引を行うことを定めるとともに、
取引先には事業活動を行う国や地域の法令の遵守、国連やILO ※1、OECD ※2 など国際的な合意事項の尊重に基づく社会的責任を自覚した行動を求めています。

■ CSR調達の方針

■ 環境法規制の対応

パイオニアグループの調達活動は「公平公正」
「環境保護」
「社会的な責任」の基
本方針に基づいています。また、
「CSR調達ガイドライン」を発行し、資材調達の取
引先にパイオニアグループのCSRに関する考え方をお伝えしています。
C S Rを推進する上で、資材調達の取引先に対してもお互いの事業活動の中で
CSR調達の意識を高めていくことが重要と考え、積極的な対応を求めています。

パイオニアグループは、
「地球環境を維持改善し、次世代に引き継ぐことは企業
の使命である」という環境保護理念の下、取引先にも以下の取り組みと強化を求め
ています。
１．環境マネジメントシステムの構築
２．温室効果ガスの排出量削減
３．資源循環の推進
４．化学物質の管理

■ 反社会的勢力との係わりの排除
パイオニアグループは、取引先に対しても、反社会的勢力との係わり、利用、資
金の提供など行わないように求めています。

■ 紛争鉱物への対応
パイオニアグループでは鉱物資源採掘にまつわり、人権侵害や環境破壊、児童労
働などの問題を引き起こしている鉱物資源を使用した材料、部品、製品は調達しな
い方針です。
資材調達の取引先にもこの方針を求めています。なお、これらの問題に関与し
ていることが明らかになった場合は、取引先とともに速やかにその問題の解消を
図ります。

■ 贈収賄の禁⽌
パイオニアグループが事業活動を行う国で適用されるすべての贈収賄規制に従
うことを取引先に要請しています。
■ サプライチェーンBCPの推進
災害や不測の事態が発生した際でも、早期復旧、事業継続を確保し、供給責任を
果たすことは製造業としての責務です。取引先に対しても、サプライチェーンの
明確化とB C Pの策定、見通し、レベルアップにより有事発生時の速やかな対応を
求めています。
また、事故、災害のみならず、昨今では各国での環境規制強化や世界的な感染症
の拡大などに伴い、対象地域での操業ができなくなるリスクも発生しています。
取引先とそのサプライチェーンにおいてもリスクの検証や具体的なリスクヘッ
ジを求めています。

※１ ILO（ International Labour Organization）
：国際労働機関
※２ OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development）
：経済協力開発機構

当社Webサイト コーポレート・ガバナンス、公正な事業慣行

https://jpn.pioneer/ja/corp/sustainability/governance/
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本報告書の対象範囲

関連する情報

2021年3月期（ 2020年4月1日から2021年3月31日まで）
を対象としますが、それ以前や

対象期間

関連する報告書および情報

直近の活動、将来の見通しなども含みます。

CSRに関する情報は、
ホームページで開示しています。

対象組織

https://jpn.pioneer/ja/corp/sustainability/

パイオニア株式会社およびパイオニアグループ連結子会社59社（2021年３月末現在）

環境に関する情報は、
ホームページで開示しています。

https://jpn.pioneer/ja/corp/society/environment/
研究開発に関する情報は、
ホームページで開示しています。

https://jpn.pioneer/ja/corp/crdl_design/crdl/
参考にしたガイドライン
●
●
●

本報告書に関するご意見・お問い合わせ先
経営戦略本部

戦略統括グループ

経営企画部

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコート
TEL 03-6634-8777
（代表）
パイオニアのホームページでもご意見・お問い合わせを受け付けています。

https://form.jpn.pioneer/ja/support/contact/csr/
2022年2月発行

環境省「環境報告ガイドライン2018年度版」

GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン GRIスタンダード」

ISO26000（社会的責任の手引書）

