目次
トップメッセージ

健全な企業活動
を支える
ガバナンス体制

経営理念 と
CSRマネジメント
特集

当社では、
「経営理念」
「行動指針」
を経営における普遍的な考え方として定め、企業活動
を行う上での拠り所と位置づけています。
「経営理念」
「行動指針」
に掲げる考え方を実現す
るために、コーポレートガバナンスの強化・充実を経営上の最優先課題の一つと考えてい
ます。

コーポレートガバナンスの体制

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

基本的な考え方

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

■ コーポレートガバナンス

当社では、取締役会を原則毎月1回開催し、社則に定める重要な事項を決定するとともに、
長を務め、それぞれの部門業務を統括する各取締役と役割分担を図っています。取締役12
名のうち、社外取締役を3名選任することにより、その実効性を強化しています。また、取
締役会において
「内部統制システムの整備に関する基本方針」
を定め、業務の適正を確保す
当社は、監査役会設置会社として、監査役6名を選任しています。このうち4名は社外か
らの選任です。監査役は、取締役会をはじめとした重要な会議に出席するほか、業務執行
に関する重要な文書の閲覧、内部監査部署や子会社、会計監査人からの報告などを通じて、
業務執行の最高意思決定機関として経営会議を設置し、経営に関する重要事項の審議・
決定を行っています。経営会議は社長が主宰し、社長が指名する執行役員によって構成さ
れています。
の意思決定・監督機能を強化するとともに、業務執行の迅速化を図っています。
なお、2019年度より取締役は10名、うち社外取締役は5名となります。また、監査役会を
廃止し、新たに監査役協議会を設置します。
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特別対談

また、執行役員制を導入して、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会

コミュニティへの参画

取締役の職務執行を監査しています。

ＣＳ向上への取り組み

るための体制を整備しています。

サプライチェーンでの
取 り 組み

取締役および執行役員の職務の執行を監督しています。取締役会では、取締役社長が議

目次

●コーポレートガバナンス体制の概要図
株主総会
報告

選任・解任

選任・解任

選任・解任/監督

社長
経営会議
付議・報告

執行指示
/監督 付議・報告

付議・報告

報告

監査役会

会計監査人

報告

監査部
内部監査

執行指示
/監督

グループ会社所管部

執行指示
/監督

協議・報告

社内各部門

執行指示/監督

グループ会社

経営理念 と
CSRマネジメント

執行役員など

監査

選任・解任

トップメッセージ

取締役会
付議・報告

報告
報告

特集

■ コンプライアンス
基本的な考え方

ています。

コンプライアンスの実践とコンプライアンスマニュアル
全体のコンプライアンスの根幹をなすものと考えています。
従って、各自による日々のコンプライアンスを推進するために、業務遂行において特に重
要かつ注意を要する原則・指針などを
「コンプライアンスマニュアル」
としてまとめ、各自が
毎日必ず開くイントラネットのトップページに掲載することにより、これらを参照しながらコン
プライアンスを徹底するよう求めています。また、役職員には、このマニュアルを参照する
だけでなく、具体的事例において判断に迷うような事態が発生した場合には、躊躇なく上

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

当社では、役職員一人ひとりがコンプライアンスの実践主体であり、各自の実践が会社

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

当社では、コンプライアンスを経営上の最重要課題の一つととらえ、役職員の法令およ
び社内規則を遵守した行動の実践とチェックができるよう、コンプライアンス体制を整備し

司や法務部への照会を励行するように求めています。
ること」
を常に明確にすること、また各役職員においては、コンプライアンスの観点から問題
や疑義が生じた場合には直ちに上司または指定部署に事態報告し速やかに最善の措置を
取るべきこと、という行動原則を常日頃から徹底するよう求めています。
ニタリングが行われています。

コンプライアンス委員会
するメンバーにて構成される
「コンプライアンス委員会」
を設置し、コンプライアンス体制の
強化を図っています。なお、コンプライアンス委員会の機能は次の通りです。

※コンプライアンス・プログラム
コンプライアンス実現のために年

①
「コンプライアンス・プログラム※」
の策定・実施などによるコンプライアンスの推進
②コンプライアンス関連情報の共有と再発防止への助言・提言
③コンプライアンス・デスク制度によって判明した事態の処理・解決

度ごとに策定される具体的な実
践計画のことです。
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特別対談

用語解説

コミュニティへの参画

当社は、本社部門の各部長ならびに営業・サービス部門における企画部長などを中心と

ＣＳ向上への取り組み

各組織におけるコンプライアンスの実践状況は、監査部の社内監査を通じて定期的にモ

サプライチェーンでの
取 り 組み

コンプライアンス実践にあたって、各組織長においては
「コンプライアンスが最優先であ

目次

コンプライアンス教育・啓発活動
すでに述べた通り、コンプライアンス遂行の核として、
「コンプライアンスマニュアル」
を制
定し遵守を求めているほか、各種法令対応のためのマニュアルを制定しています。さらに、
修など、階層をベースにした人事研修や部門・本部ごとの研修・会議などにおいてコンプ
ライアンスについてのセミナーを実施しているほか、法務部が作成したテキスト・資料に基
づく部店ごとの勉強会の実施、eラーニングなどによる教育を行っています。
体系の見直し、手法の刷新など、不断の改善努力を行っています。

コンプライアンス・デスク制度
題に気づいたヒトが直接
「当社コンプライアンス統括部署」
「指定弁護士」
「株主コンプライアン

特集

コンプライアンスの観点から問題が生じた場合、職制ラインでの報告ルートのほかに、問

経営理念 と
CSRマネジメント

なお、これら教育・啓発活動については、常に最適化を図るべく、セミナーの拡充、その

トップメッセージ

各年のコンプライアンス・プログラムに基づき新人研修、新任管理職研修、新任部店長研

ス事務局」
に連絡できる制度として、
「コンプライアンス・デスク制度」
を導入しています。制
度の概要は次の通りです。

②投
 書者および投書の内容は厳守するとともに、投書によって投書者に不利益が及ばない
ことを保証している
③受
 け付けた投書については、社内規定に基づき、コンプライアンス統括部署または所管

コンプライアンス統括部署
コンプライアンス統括部署とは、日常の社内のコンプライアンス体制を確立・維持し、さ
らに同体制を整備・推進するためにコンプライアンスを統括する部署をいい、法務部が担当
しています。同部署の具体的役割は、次の通りです。
①各部店の法的判断に関して、全面的にサポートを行う
②コンプライアンス委員会の事務局として、委員会の役割に関し委員会の決定に基づき業
③監
 査部門と情報を共有し、コンプライアンスに関する諸施策を推進させるように対策を講
じる
●コンプライアンス体制図
報告・決裁

社長

社長直轄

経営会議
監査部

株主

報告・決裁
事前チェックのサポート

自己責任による
事前チェックの徹底

住友三井オートサービス
役職員

コンプライアンス委員会

委員長：本社部門担当役員
（法務）
事務局：法務部
（コンプライアンス統括部署）

SCコンプライアンス事務局
SMFG総務部
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報告

経営企画部

特別対談

指定弁護士
コンプライアンス・デスク

報告

コミュニティへの参画

監査
（事後チェック）

ＣＳ向上への取り組み

取締役会

サプライチェーンでの
取 り 組み

務を行う

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

部が厳格かつ適切に処理する

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

①投書は顕名を原則とするものの、内容に応じて匿名でも可とする

目次

反社会的勢力への対応について
当社では社内規程を定め、反社会的勢力に対し、次の通り対応しています。
①反社会的勢力との一切の関係を遮断する
③反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行う
④反
 社会的勢力の関与を排除するため、新たな取り引きや不当な介入を許さず、いかなる

トップメッセージ

②不当要求を一切拒絶し、裏取引や資金提供を行わず、必要に応じ法的対応を行う

利益も供与しない

研修を実施しています。

経営理念 と
CSRマネジメント

なお、全社レベルで反社会的勢力との関係遮断への取り組みに対する理解を深めるため、

特集

■ リスクマネジメント
基本的な考え方と体制
当社は、事業に付随するリスクが多様化、複雑化していく中、リスク管理を行うに際して
定し、各リスクの特性に応じた適切な管理を実施しています。
●リスク管理体制
所管部
経営企画部

信用リスク

審査部

市場リスク

財務部

流動性リスク

財務部

残価リスク

車両部

オペレーショナルリスク
（事務リスク・システムリスクなど） 経営企画部
法務リスク

法務部
経理部
経営企画部

投資リスク

事業会社統括部

サプライチェーンでの
取 り 組み

税務リスク
レピュテーショナルリスク

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

カテゴリー
総合リスク管理

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

の基本的事項を
「総合リスク管理規程」
として制定し、その中で管理すべきリスクの種類を特

ＣＳ向上への取り組み
コミュニティへの参画
特別対談
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事業継続計画
（BCP）
■基本的な考え方
当社のBCP※に関する基本的な考え方は、いかなる災害･事故が発生してもそれを乗り越
して位置づけています。
※Business Continuity Plan

②本社など重要拠点の機能の確保
③対外的な情報発信および情報共有
④情報システムのバックアップ

また非常事態に際しては自社の事業継続に加えて、
（1）生命の安全確保と安否確認、

特集

⑤サービス供給体制の確保

経営理念 と
CSRマネジメント

①指揮命令系統の明確化

トップメッセージ

えて事業継続を行い、持続的に発展することです。そのために、以下の5点を重要な戦略と

（2）二次災害の防止、
（3）地域との協調・地域貢献なども企業に求められる社会的な責任
と認識しています。

2011年7月にBCPを策定しリスクに備えています。また社内規程制定などを含め、下記
のような対応を行っています。

（1）
非常時対応細則

（2）
事業継続対応細則

②これまでの取り組み
2011年3月の東日本大震災以後、BCPシナリオの策定・各種規程の制定・マニュアルの整
備などのソフト面の対応と、DR
（ディザスタリカバリ）
環境の構築・非常食などの備蓄品配備
といったハード面の対応をバランスよく行いました。
その後も喫緊の災害を踏まえて適宜見直しをする一方、
「全役職員に対する教育」
「災害を
想定したシミュレーション訓練」
を年1回行うことで現場への定着を図るなど、業界のトップ
行っています。
③2018年度の取り組み
前述した災害シミュレーション訓練が全国一巡したことから、今年度は改めて
「事業継続
命令系統」
を確認するための訓練を行いました。
また、当社グループ会社全体の非常時対応力の底上げを図るべく、グループ会社各社の
BCP担当者との間で
「情報連絡会」
を開催しました。この中で、各社の事業継続に関する取
り組みのほか、大阪北部地震・北海道胆振東部地震における当社の対応・教訓を共有しま
した。

コミュニティへの参画

シミュレーション訓練の様子

ＣＳ向上への取り組み

の実効性の検証」
に訓練の軸足を進め、過去の経験より特に重要とされる
「BCP本部の指揮

サプライチェーンでの
取 り 組み

企業として相応しい強固な事業継続体制、およびこれを維持・向上するための取り組みを

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

① 社内規程の整備

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

■体制の整備状況

特別対談
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情報セキュリティ
当社では、会社のすべての業務、業務に関わるすべての組織、ヒト、および情報資産に
適用される
「情報管理規程」
と、その中でもより高度な管理体制が必要とされる電子化情報
およびそのための体制・仕組みを構築しています。
①法令遵守の観点に基づく情報資産の適切な取り扱い

トップメッセージ

に係る
「情報システムセキュリティ規程」
および関連諸規程に基づき、次の事項の適切な運用

②情報資産の保護
④情報セキュリティ意識ならびに知識の向上
昨今の情報セキュリティ管理高度化への社会的要請の高まりや、進化するシステム環境な
な見直しを実施しています。

特集

どの外部環境変化に対応するため、情報システムのセキュリティ関連規程については定期的

経営理念 と
CSRマネジメント

③情報セキュリティに関する役割、責任、実施事項の明確化

当社の情報システムセキュリティ規程に関する体系図は、以下の通りです。
●情報システムセキュリティ規程体系図

ルによって実施しています。その対策は技術的対策のみならず、
「情報セキュリティの基本は
ヒト」
ととらえ、重点施策として社員教育にも努めています。
2018年度も全役職員を対象とし、情報セキュリティの基礎やサイバー攻撃の現状などの
機関によるリスクアセスメントも行い、高度化･巧妙化するサイバー攻撃などの、外部環境の
変化への対応を行っています。

ＣＳ向上への取り組み

理解を深めるため、ｅラーニングを活用したセキュリティ教育を実施しました。また、第三者

サプライチェーンでの
取 り 組み

当社は情報システムセキュリティを確保するため、セキュリティ対策の改善をPDCAサイク

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

セキュリティインシデント対応細則

情報システム監査細則

情報システム開発セキュリティ細則

情報システム委託先管理細則

情報システム資産取扱細則

ネットワーク管理細則

電子媒体管理細則

ＰＣ管理細則

アクセス管理細則

■セキュリティ対策

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

情報システムセキュリティ規程

コミュニティへの参画
特別対談

Sumitomo Mitsui Auto Service CSR Report 2019

16

目次

個人情報保護
当社は、お客さまの個人情報がプライバシーを構成する重要な要素であることを深く認
識し、個人情報の適法かつ公正な方法での収集・利用ならびに適切な管理を行うことが当
従って、当社の事業活動においてお客さまの個人情報を取り扱う場合には、役職員、そ
の他の関係者が、｢個人情報の保護に関する法律｣
「プライバシーポリシー」
および個人情報
の保護のために定めた社内規則を遵守して、お客さまの当社に対する期待と信頼に応えて
制およびその取り組みについて、継続的な改善に努めます。
2017年5月には、改正個人情報保護法施行に合わせて社内規則およびプライバシーポリ
シーを改定し、役職員に対して個人情報の適切な取り扱いを周知しました。
（https://www.smauto.co.jp/require/privacy/index.html）

特集

当社の
「プライバシーポリシー」
については、
WEBサイト内に開示しています。

経営理念 と
CSRマネジメント

いきます。また情報化の進展に適切に対応するため、当社における個人情報保護の管理体

トップメッセージ

社の事業活動の基本であり、社会的責務であると考えています。

健全な企業活動を支 える
ガバナンス体制

人権の尊重と働 きやすい
環境への取り組み
職場環境の整備

サプライチェーンでの
取 り 組み
ＣＳ向上への取り組み
コミュニティへの参画
特別対談

Sumitomo Mitsui Auto Service CSR Report 2019

17

