トッパンのサステナビリティ
社会的価値創造企業を目指して

動を行う際の規範を示しています。「行動指針」は、企業人として社
会人としての基本的な考え方や行動のあり方を定めています。

トッパンでは、持続的な社会の実現のために社会的価値創造企業と
なることを目指し、「企業像」と「事業領域」からなる「TOPPAN

事業領域は、
「市場・顧客」と「技術・ノウハウ」5 つの系から成り立っ

VISION 21」を定め、社会や地球環境と調和しながら成長を続ける

ています。
「市場・顧客」では、今後重点的に取り組むべき成長領域を「健
康・ライフサイエンス」、「教育・文化交流」、「都市空間・モビリティ」、

ための基本的な考え方や活動の方向性を示しています。

「エネルギー・食料資源」としています。これらの 4 つの成長領域に
企業像は「企業理念」、
「経営信条」、
「行動指針」の 3 つから成り立っ

トッパン独自の技術・ノウハウである 5 つの系をかけ合わせ、ステー

ています。「企業理念」は、トッパンが最も大切にすべき価値観や考

クホルダーとのかかわりの中から、あらゆるサービス・製品・ソリュー

え方、目指すべき姿を表しています。「経営信条」は、実際に企業活

ションの提供を通じ、社会的価値の創造を目指しています。

トッパンのサステナビリティ活動

じて、様々なお客さま企業の課題解決を支援する事業活動を行ってき

トッパンは、「国連グローバル・コンパクト」を活動の原則に、ま

る分野に応用し、現在取り組んでいる事業領域が形成されています。

ました。1 世紀以上にわたって培った「印刷テクノロジー」をあらゆ

た組織の社会的責任に関する国際規格「ISO26000」を活動の指針
として、さらには「SDGs」を活動の目標として取り入れてサステ

BtoB を主たるビジネスモデルとしているトッパンは、お客さま企業

ナビリティにかかわる活動を展開しています。トッパンは、社会的

のパートナーとして、ともにその課題に取り組むことにより、社会が

価値創造企業として永続的に発展するために SDGs（Sustainable

抱えるグローバルな社会的課題の解決に寄与するという特徴を備え

Development Goals：持続可能な開発目標）が示す課題に積極的に

ています。SDGs が示している社会的課題は、事業を通じて社会的

取り組んでいます。

価値創造を目指してきたトッパンがまさに取り組むべきものです。

2015 年 9 月の国連サミットにおいて、日本を含む世界 193 カ国で

トッパンは 2019 年 11 月に、SDGs への取り組み強化と経営への統

採択された SDGs は、2030 年までに国際社会が解決すべき社会的

合を目指すことを宣言した「TOPPAN SDGs STATEMENT」を策定・

課題として 17 の目標と 169 のターゲットが体系化されており、課

公表しました。この中で、SDGs 課題に取り組むことが「社会的価

題解決には企業の積極的参加が期待されています。

値創造企業」実現への更なる成長エンジンになると位置づけ、特に注
力すべきマテリアリティ（重要課題）を選定しています。トッパンは

1900 年の創業以来、トッパンは、時代とともに変化する市場・顧客の

SDGs 達成の目標年である 2030 年に向けてこのマテリアリティに真

ニーズを把握し、
「印刷」をルーツとするあらゆる技術・ノウハウを通

摯に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
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持続可能な社会
社会的価値創造企業

■ トッパンのサステナビリティの考え方

TOPPAN VISION 21
企業像

企業理念

活動の原則

活動の指針

経営信条

国連グローバル・
コンパクト

行動指針

行政・
自治体

お取引先

従業員

ISO26000

市場・顧客

技術・ノウハウ

4つの成長領域

5つの系

株主・
投資家

社会・
地域社会

お客さま

活動の目標

SDGs

（持続可能な開発目標）

サステナビリティ推進の仕組み

営会議を通じ、取締役会に報告・提言します。取締役会による活動の

トッパンはサステナビリティ活動の推進のため、代表取締役社長を委

る施策の立案・実行を推進します。

員長とするサステナビリティ推進委員会（以下 委員会）を設置して

またグループ会社とも連携や情報共有をすることで、グループ全体で

います。

のサステナビリティへの取り組みを進めています。取り組み強化のた

委員会は、下部にワーキンググループ（WG）を設置し、同 WG が

め、毎年主要グループ会社の社員も対象とした全社基礎教育や新入社

サステナビリティ活動の進捗確認や今後の進め方などの取りまとめを

員研修を実施しています。

方向性の決定を受け、委員会は下部 WG を通じて、各関連部門によ

行います。取りまとめられた内容について、委員会で審議を行い、経

■ 推進体制

取締役会
報告・監督
経営会議
報告・監督
サステナビリティ推進委員会
報告・監督

SDGs 推進 WG
SDGs達成に向けた事業 計画の策定

ESG 情報開示 WG
連携

ESG情報の適正な開示計画の策定

推進メンバー：

リスクマネジメント WG
連携

当社重大リスクの洗い出しと対応計画の
策定

広報本部、経営企画本部、人事労政本部、法務・知的財産本部、財務本部、製造統括本部、事業開発本部、情報セキュリティ本部、グローバルガバナンス本部、事業(本)
部などの各部門

トッパングループの全従業員
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ステークホルダーエンゲージメント
トッパンのサステナビリティ活動では、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションを重視し、いただいたご意見を真摯に受け止め、活動の
改善につなげています。
ステーク
ホルダー

主な対応

エンゲージメントの一例

お客さま

安全・安心な製品・サービ

全国品質保証部門会議を中心とした品

スの開発・提供

ステーク
ホルダー
行政・

質の維持・改善活動

自治体

情報セキュリティ管理徹底による個人

主な対応
防災の取り組み

地域防災・消防活動への参加

地域活性化の取り組み

本業を通じた行政支援
地域祭事への参加

情報保護

社会課題の解決や政策推

ユニバーサルデザイン製品・サービス

進のための情報提供

の提案、デザイン改善支援

な改善

官公庁・自治体への技術紹介や関連イ
ベントの開催・参画

日々の営業活動

社会・

展示会・セミナーの開催、参加

地域社会

商材展示スペースへのご招待
社会的価値創造に向けた
共創イノベーション

ご意見・ご要望の把握

問い合わせ窓口の設置・対応

芸術文化を支援する

印刷博物館

活動

産学官連携による実証事業などの取り

トッパンのリソースを活用
した文化貢献

T-DX（トッパン・デジタルフォーメーショ
ン）によるデジタル化の提案・推進

地域の環境を守る活動

環境配慮型製品・サービスの提案
障がい者スポーツの

観光立国・地方創生に向けた共創・

地域との交流

普及・振興活動

発信スペース「NIPPON GALLERY
従業員

未来の生活者のくらし共想空間

多様な人財の活躍支援

「L・IF・E（ライフ）
」

グループ内の各種情報共有 社長メッセージ発信

株主総会

グループ内広報誌「CONVEX」

決算説明会

「CONVEX Online」

個人投資家向け説明会、機関投資家

従業員への各種アンケート

個別ミーティング・説明会

グループ人財開発委員会開催・情報連携

統合レポート、株主通信
労使のパートナーシップ

コーポレートサイトでの IR 情報開示

労使共催イベントの実施

CSR 調達ガイドラインの公表、推進
通報窓口「サプライヤ―ホットライン」
調達部門のモニタリング調査、改善活動

安全推進体制の推進（全国・海外事業

対策

全対策の標準化）

所との情報共有ネットワーク構築、安

安全道場の実施、情報配信、共有化（国

製品含有化学物質の管理

公正かつ公平な取引

労働安全衛生に関する情
報提供、メンタルヘルス

の設置

機会の提供

全社および事業所単位での経営協議会
個々の課題を協議する専門委員会

ESG 評価機関からのアンケート対応
推進

ダイバーシティ推進方針の策定、

トップのコミットメント

キャリア申告、社内公募の実施

クスペース「WAO」

サステナブル調達の

工場見学会の実施

在宅勤務制度の導入、テレワーク支援

オープンイノベーションを支援するワー

お取引先

障がい者スポーツ体験会、web サイト

「SPORTRAIT」による情報発信

スバイアス対策などのプログラム実施

感できる共創スペース「DX-GATE」

状況・計画の説明

定期的な周辺地域の美化・清掃活動

ダイバーシティマネジメント、
アンコンシャ

ソーシャルビジネスの幅広い領域を体

当社グループの活動

障がい者支援「可能性アートプロジェクト」

社内イベントへの招待

TABIDO MARUNOUCHI」

財務状況の情報開示、

出前授業「印刷の学校」

生物多様性イベント

印刷テクノロジーによる社会価値創造
提案スペース「PLAZA21」

株主・

トッパンホール、トッパンチャリティー
コンサート

組みへの参画

オープンイノベーションプログラムの実施

投資家

実施
協力

た暮らしに寄り添う価値提供、継続的

をいただく機会づくり

環境・まちづくりに関する講演会等の
政府統計など、調査・アンケートへの

生活者向け自社 Web サービスを通じ

製品・サービスへのご意見

エンゲージメントの一例

内外拠点での体感キャラバン、研修、

お取引先向け BCP アンケート・勉強会

定期ニュース配信など）

紙の原料となる木材の合法性調査

ストレスチェック

売買基本契約書の締結

カウンセリングルームの設置
メンタル不調再発防止のための復職判
定プログラム

人権などに関する相談受付 トッパングループヘルプラインの設置
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トッパンのマテリアリティ
トッパンは事業を通じた社会的課題解決への取り組みをさらに加速さ

した。

せるため、サステナビリティ活動において特に注力すべきマテリアリ

今後トッパンは、選定したマテリアリティへの取り組みを通じて、ふ

ティ（重要課題）を選定しています。

れあい豊かなくらしに貢献する「社会的価値創造企業」の実現を目指

このマテリアリティは、「TOPPAN VISION 21」に示された事業領

します。

域に合致し、トッパンの技術やノウハウを活用することで、ステーク
ホルダーの皆さまとともに新たな価値を創造できる領域を選定しま
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選定基準

選定プロセス

マテリアリティの選定にあたっては、トッパンの活動の原点であ

マテリアリティは、この選定基準をもとに、社内各部門との意見交換

る TOPPAN VISION 21 の「企業理念・経営信条・行動指針」を

を通じて網羅的に企業活動を精査することで選定し、さらに社外有識

出発点とし、そこに長期的視点でグロ ーバルな社会的課題を示した

者やステークホルダーへのヒアリングによって妥当性の検証を行いま

SDGs の考え方を取り入れました。その上で、良き企業市民を目指す

した。最終的には経営層との議論および意見交換を経て、取締役会で

ために重視すべき、企業活動全体で達成を目指す「全社活動マテリア

の承認により決定しています。

リティ」と、事業活動を通じて SDGs 課題の解決に貢献する「事業
活動マテリアリティ」を策定しました。

トッパンのマテリアリティに関する評価

トッパンらしい独自の取り組みで

のではないでしょうか。

公正で持続可能な社会の現実へ

事業活動マテリアリティをいかに持続可能なビジネスとして実

今後、さらに強化が必要なのは、「環境、まち、ひと」という
現していくかだと思います。また全社活動マテリアリティに掲

●トッパンらしさ、独自性の表れたマテリアリティ

げる、「従業員の健康・働きがい」においては、新型コロナウ

事業活動マテリアリティの中で、特に「サステナブルな地球

イルスの影響もあり、さらに重要になっています。働き方や組

環境」に独自性を感じました。トッパンにとって大きなビジ

織のあり方、個人に求められる能力が大きく変わっていく中で、

ネスであり、また技術力を活かせるパッケージ事業のあり方

ダイバーシティをはじめとするさらなる取り組み強化が期待さ

を変えていくことで、大きな貢献ができるのではないかと期

れます。

待しています。一方、全社活動マテリアリティでは、「従業員
の健康・生きがい」にトッパンらしさを感じました。健康経

●矛盾を乗り越え、イノベーションの創出へ

営に注力し、社員を大切にする姿勢がマテリアリティに表れ

SDGs が掲げるゴールの中には、矛盾する条件の両立を求め

ていると思います。

たり、一見互いに矛盾するものもあります。短期的な目標と
長期的な目標もまた矛盾することがあるでしょう。しかし「ど

●事業の独自性を活かした「公正」への貢献に期待

ちらか」を選ぶのではなく、「どちらも」両立させるために、

SDGs において、私が特に重視しているのが「16．平和と公

従来とは全く異なるアプローチを試すことから、イノベーショ

正をすべての人に」です。多くの社会問題の根底には「公正」

ンは生まれます。矛盾こそが新しい価値を生み出すための種

の問題があると考えているからです。

なのです。

この「公正」の実現にも、トッパンの貢献を期待しています。

矛盾を乗り越えてイノベーションを起こしていくためには、ビ

印刷技術は情報や知識を広く流通させることを可能にし、いわ

ジョンとリーダーシップが不可欠です。トッパンが描く「ふれ

ば知識の民主化により「公正」の実現に大きく貢献してきまし

あい豊かでサステナブルなくらし」という未来のビジョンの実

た。現代のデジタル技術も同様です。世界中どこにいても必要

現に向かって走り続けられるような、組織づくりとリーダー

な知識が瞬時に、安価に手に入るようになったことは、「公正」

シップが求められていると思います。そして社員一人ひとりが、

と SDGs の実現にとって大きな力となります。

変化の激しい今の世界を「自分が創りたい未来を創れるチャン

その一方で、デジタル化はデジタル・デバイド（情報格差）な

ス」と捉え、様々な矛盾を乗り越えて、目指す未来を実現して

ど新しい不公平を生み出しているのも事実です。こうした問題

いく考え方や行動を期待します。

を解決しながら「公正」の実現に寄与することが、デジタル・
トランスフォーメーションを目指すトッパンにとっても課題に
なっていくでしょう。そのためには市場に対してだけでなく、
組織内部での「公正」もますます重要になってくると思います。
●持続可能なビジネスの実現、ダイバーシティの強化に向けて
製造業として、環境汚染や CO2 排出等の問題に具体的かつ着
実に取り組んでいると感じます。さらにトッパンが目指すデジ

社外取締役

タル・トランスフォーメーションが、本当に持続可能なビジネ

遠山亮子

スとして成立できれば、そこから解決できる ESG 課題も多い
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トッパンのサステナビリティが目指す姿

「ふれあい豊かでサステナブルなくらし」
トッパンのサステナビリティ活動が目指す姿「ふれあい豊かでサステ
ナブルな暮らし」の実現に向けて、各マテリアリティの関係性を「全
社活動マテリアリティ」2 グループと「事業活動マテリアリティ」3
グループに整理しています。

全社活動マテリアリティ
● 環境配慮・持続可能な生産
● 従業員の健康・働きがい

事業活動マテリアリティ
● 環境（サステナブルな地球環境）

● まち（安全安心で豊かなまちづくり）

● ひと（心と身体の豊かさと人のエンパワーメント）

全社活動マテリアリティの 2 つのグループは、事業活動の基盤とし
て、事業の 3 つのグループをしっかりと支えます。

事業活動マテリアリティの 3 つのグループは、それぞれが「ふれあ

い豊かでサステナブルなくらし」に貢献するものです。また各グルー
プが相互につながることで、その活動はさらに広がっていきます。

目指す姿
今日、地球全体におよぶ気候変動や海洋汚染、森林破壊などは、世界中の人々のくらしに大きな影響を与えており、特に海洋プラスチックごみや食品

ロスなどは国際的な問題となっています。こうした環境問題は、1900 年の創業時からパッケージ（包装資材）事業を手掛けるトッパンにとっても大きな

サステナブルな
地球環境

課題です。

トッパンのパッケージ事業では、透明バリアフィルム「GL BARRIER」や紙製飲料容器「カートカン」の開発に始まり、今日に至るまで多種多様な環

境配慮型パッケージを開発・提供してきました。また、建装材事業においても「101 エコシートシリーズ」などの環境配慮型製品を多数ラインアップし、

事業活動マテリアリティ

環境に優しいモノづくりに取り組んでいます。

今後も、環境配慮のモノづくりを強みとしながら、マーケティングプロモーションなどコトづくりの力も掛け合わせることで、新たな事業の創出を目指します。

2030 年も、その先も、私たちが変わらず豊かなくらしを続けられるように、
「サステナブルな地球環境」の実現に貢献していきます。

日本では、世界に先駆けて少子高齢化・都市への人口集中が進み、まちの未来にかかわる多くの課題があります。また、災害に強く安全なまちづくりは、

安全安心で豊か
なまちづくり

日本だけでなくグローバルな課題です。

トッパンでは、これまでもまちが抱える様々な課題に対する各種サービスを提供してきました。多言語音声翻訳サービスによる訪日外国人や外国人就

労者とのコミュニケーションのサポートや、
寺社仏閣や城などの歴史的建造物を VR（バーチャルリアリティ）技術で保存し、
さらには観光資源化するなど、
積極的に豊かなまちづくりに取り組んでいます。またこの VR 技術は、工場や建築現場での安全教育や、災害時の避難訓練などにも活用されています。

これからもトッパンは、今まで培ってきた知見 ・ノウハウを活かしながら、
「安全安心で豊かなまちづくり」に貢献していきます。

心と身体の豊か
さと人のエンパ
ワーメント

少子高齢化が進む社会では、ただ寿命を延ばすことだけでなく、心身ともに健康でいられることが重要です。

トッパンはこれまでも、教育や保育に関わる事業を積極的に推進すると同時に、まちぐるみで住民の健康増進をサポートする健康ポイント事業などを
提供してきました。

これからもさらにこうした考え方を推し進め、教育コンテンツ開発力や色彩技術などを活用した心身の豊かさを後押しするサービスや、企業などの組

織がそこに属する人々の健康をサポートするための仕組みを提供し、
トッパンらしい形で「心と身体の豊かさと人のエンパワーメント」に貢献していきます。

トッパンは、1992 年に環境保全活動の基本理念として「凸版印刷地球環境宣言」を定めました。2009 年 4 月には、将来にわたってあらゆる生命が

全社活動マテリアリティ

環境配慮・持続
可能な生産

存続できる持続可能な社会の実現を目指し、この宣言をグルー プ全体の活動の基本理念「トッパングループ地球環境宣言」へと改め、より積極的に
環境保全に配慮した企業活動を進めています。

これからも、トッパンはこの地球環境宣言で示した「未来を見据えた地球環境の保全に配慮した企業活動を通じて、持続可能な社会の実現に努めま
す」という姿勢を堅持し、国際社会の一員として、地球全体の環境保全に貢献していきます。

トッパンは、従業員を会社の貴重な財産、すなわち「人財」と捉え、従業員が「やる気」
「元気」
「本気」の 3 つの「気」を持つことでそれぞれの力を

従業員の健康・
働きがい

十分に発揮することが大切だと考えています。

こうした考え方のもと、2015 年には「健康経営宣言」を定め、従業員のさらなる健康の保持・増進に取り組んでいます。また、多様な人財が能力を
最大限に発揮して働きがいを感じる企業風土づくりを信条とし、ダイバーシティマネジメントの実現に向けた様々な取り組みを行っています。

これからもトッパンは、2030 年、さらにその先を見据え、従業員一人ひとりがより長く、健康的に、能力を最大限に発揮しながら働きがいを感じられ
る職場環境づくりを目指し、取り組みを強化していきます。
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トッパンのサステナビリティ
※ 第三者保証対象指標には

を付しています。

全社活動マテリアリティの進捗
環境配慮・持続可能な生産
■ 2030年度中長期温室効果ガス削減目標

→ 詳細は P81 へ

温室効果ガス削減目標

2019 年度実績

Scope1 + Scope2
2017 年

Scope1 ＋ Scope2 対象

2017 年度比

30％削減

2017 年度比

11.6％削減

Scope3 対象

2017 年度比

20％削減

2017 年度比

5.2％削減

■ 2020年度中期環境目標

2008 年度比

（751 千 t → 530 千 t：221 千 t 削減）

循環型社会

2008 年度比

（1,584t → 80t：1,504t 削減）

96.4％削減

（実績 57t：1,527t 削減）

VOC 大気排出量を 2008 年度比 70％削減

大気環境保全

29.6％削減

（実績 528 千 t：223 千 t 削減）

廃棄物最終埋め立て量を 2008 年度比 95％削減

形成への対応

11.6 % 削減

30%

削減

廃棄物最終埋め立て量

2019 年度実績

CO2 排出量を 2008 年度比 30％削減

防止

2030 年

→ 詳細は P81 へ

中期環境目標
地球温暖化

2019 年

2008 年度比

（7,326t → 2,198t：5,128t 削減）

2008 年

1,584t

2019 年

65.9％削減

57t

（実績 2,498t：4,828t 削減）

従業員の健康・働きがい
■ 重症化予防（2030年度目標）

→ 詳細は P32 へ

2030 年度目標（2019 年度比増減）
重症化リスク

従業員

検診
家族 健診

2019 年度実績

肥満リスク

20.0％（7.2 ポイント減）

27.2％

高血圧リスク

8.0％（2.2 ポイント減）

10.2％

糖尿病リスク

8.0％（2.8 ポイント減）

10.8％

脂質リスク

28.0％（2.9 ポイント減）

30.9％

婦人科検診受診率

75.0％（7.2 ポイント増）

67.8％

家族特定健診受診率

95.0％（10.2 ポイント増）

84.8％

■ 仕事と育児の両立支援（2030年度目標）

2019 年度実績

はぐくみアートサロン

参加率 45％

6.73％

はぐくみセミナー

全管理職受講

管理職の 5.69％

はぐくみサークル

参加率 10％

2.60％

2019 年度実績

男女別 管理・監督職者数比率※ 1

男女間の管理・監督職者比率の
格差をなくす

女性 55.4％

男性社員の育児休業取得率

男性社員育児休業取得率 80％

59.6％

10 年在籍率の男女別割合

2019 年

2030 年

78.5 %

84.8%

95.0%

はぐくみサークルの参加率
2019 年

2.60%

→ 詳細は P36, P42 へ

2030 年度目標

※2

2017 年

→ 詳細は P40 へ

「はぐくみプログラム」における目標

■ ジェンダー格差の解消（2030年度目標）

家族特定健診受診率

男性 75.0％

女性 65.9％

10 年在籍率の男女差をなくす

男性社員育児休業取得率
2030 年

80%

59.6%

男性 58.4％

※ 1 2020 年 3 月末現在在籍する 2001 年～ 2010 年の定期採用者のうち管理・監督職者の割合から算出
※ 2 当該年度 (2019 年 4 月～ 2020 年 3 月 ) までに子が生まれた男性社員のうち当該年度に育児休業を取得した者の割合から算出
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