SDGs

責任あるビジネスの推進

経営体制

持続可能な
開発目標

社長の諮問機関として経営会議を設置し、
経営戦略機能の強化と意思決定プロセスの効率化を進めています。
また、
代表取締役社長を議長とする取締役会を月1回以上開催することにより、
経営監督機能の強化を図っています。

法令を遵守し公正な事業運営を推進

コーポレート・ガバナンス組織図（2022年4月末現在）
ガバナンス委員会

私たちは、社内の監督体制を強化するとともに従業員のガバナンス意識を向上し
健全なモール運営を推進しています。

諮問

重要事項の
付議・報告

答申

取締役会

取締役：13名
（うち社外取締役5名）

選任・解任・
報酬（枠）の決定

域社会とともに成長することをめざして、
2021年に組織改革を実

会とESG推進委員会に進化。組織体制を強化するとともに従業員

施しました。マテリアリティのKPI達成に向けて全社で取り組みを

一人ひとりの意識を高めるため、
年間の個人目標にESGの要素を

加速させる役割を担うESG推進グループを発足したほか、
これま

含めることで社内への浸透を図っています。

代表取締役直下

自ら考え行動 (2021年〜)

地域課題の解決（2030年）

ありたい社会の姿（2050年）

開発本部

CX創造本部
地域課題の解決

【新設】戦略部 ESG推進グループ
財経本部

管理本部

指示

会計監査人

社会に寄り添うESG経営で企業価値を向上

経営監査部
業務全般にわたる内部
統制の有効性および
実効性の調査および評価

会計監査

経営監督機能の強化のため、代表取締役社長を議長とし、月1回以上開催。
監査役も出席。 (取締役13名のうち5名が独立役員)

監査役会

経営会議

経営上の重要事項を審議し、
代表取締役社長に意見具申・報告

リスク管理委員会

リスク状況の分析、リスク回避のための継続的な
活動ならびに代表取締役社長への意見具申および
リスクマネジメント方針の審議

コンプライアンス委員会

法令遵守の浸透状況の把握、情報交換
および代表取締役社長への報告・方針提示

ESG推進委員会

ESG経営に関する戦略および方針策定、進捗の把握、
情報交換および代表取締役社長への助言・答申

監査の実効性・効率性向上のため、会計監査人と内部監査部門である経営監査部と
都度相互の情報交換・意見交換を実施。

ESG推進体制図

ESG推進委員会

地域・社会インフラ開発（E）

世界には環境汚染や人権侵害などさまざまな問題があふれており、
課題解決への取り組みも企業価
値を決定する大切な要素の一つです。ESG経営を通してパートナー企業さまと社会や環境への価
値を共創し、
お客さまや地域にも共感いただくという連鎖が、
地域経済の循環につながると考えてい

・防災拠点としての
モールづくり
・生活の質を高める
お客さま体験の提供

地域とのつながり（S）
・認知症サポーター
養成講座

ます。
こうした活動には従業員の協力が重要で、
一人ひとりに「なぜ取り組むのか」
を正しく伝え、
行動
を促進するのがESG推進グループの役割です。ステークホルダーの皆さまとともにより良い社会を
つくるため、
企業イメージの向上や経営リスク軽減、
新規事業の創出にも注力してまいります。
戦略部 ESG推進グループ マネージャー 森本 満

社内の表彰制度
「ESGアワード」を新設
ESG経営を強化する中、
マテリアリティやKPIを設定して2030年までの行動指標を定めています。全社で一丸となって目標達成をめざす
ため、
活躍した従業員を表彰する社内制度「ESGアワード」
を新設。ESG活動の意欲的な実施を促し、
取り組みを加速しています。

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会
・リスク情報分析
・代表取締役社長への意見具申
・リスク回避のための継続的活動 ・リスクマネジメント方針の審議

環境（E）

ダイバーシティ・働き方改革（S）

・脱炭素ビジョン2050 ・CS、ES、SS向上
達成の取り組み推進 ・ダイバーシティ
・健康経営
・EV 充電器設置拡大
・脱プラスチックの取り組み推進
・資源循環（サーキュラーエコノミー）
・生物多様性保全

責任あるビジネスの推進（S・G）
・人権デュー・ディリジェンス
の設定・導入
・持続可能な取引のための
ガイドラインの策定
・環境法令順守

・コンプライアンス推進
・イオン行動規範

重要課題（マテリアリティ）の
社内浸透・推進

ESG情報開示
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サステナビリティ・リンク・ボンドを発行
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社会課題の解決と環境配慮を目的に、サステナビリティ・リンク・

とし、未達成の場合は発行額の0.2％相当額をイオン環境財団な

ボン
ドを発行しました。本社債は、
2025年度末における国内の全
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どの公益財団法人に寄付することを定めました。今後もESGの取

モールで使用する電力の改革を実質CO2排出量ゼロを達成目標

り組みを拡充し、
持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
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心的な将来の目標を掲げ、それを達成するか否かで条件が変化するサステナビリティ・リンク・ボンドを発

「ESGアワード2021」受賞者

行することで、資金調達の段階からサステナブルな社会の実現をめざす企業姿勢を投資家やお客さま

●

イオンモール旭川駅前 営業担当 大西 美希

●

イオンモール白山 営業マネージャー 木原 弘樹

●

イオンモール岡山 営業担当 黒部 達也

●

イオンモールいわき小名浜 営業担当 若月 沙織

●

イオンモール草津 オペレーション担当 大竹 茉莉

●

イオンモール福津 営業担当 伊藤 沙彩

●

イオンモールいわき小名浜 営業担当 秋山 卓充

●

イオンモール和歌山 オペレーション担当 中野 純希

●

イオンモール宮崎 営業担当 芦田 実月

●

イオンモール熱田 営業担当 大平 澄佳

●

イオンモール伊丹昆陽 営業担当 黒田 美恵子

●

財経統括部 財務部 財務グループ 長野 誠一郎

●

イオンモール大垣 営業マネージャー 長崎 靖美

●

イオン明石SC 営業マネージャー 藤川 勝

●

人事統括部 人事部 ダイバーシティ推進グループ 川端 千尋
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報告

監査

ESG推進分科会

34

事業部門、管理部門・連結子会社

代表取締役社長

一人ひとりが自ら考え行動していく中で、各本部の取り組みをつなぎともに企業価値の向上をめざします。

海外事業本部

取締役会

業務執行組織

代表取締役社長

報告

で社会貢献や環境活動などを提案・報告する場として機能してい
KPI：成果指標の設定（2020年）

監査役：4名
（うち社外監査役3名）

選任・解任

諮問

監査・報告

監査役/監査役会

選任・解任・
報酬（枠）の決定

経営戦略諮問委員会

内部監査

たCSR会議は、
CSRを含めたESGの課題を解決するESG推進分科

答申

選任・解職・監督

報告

ESG視点に基づく経営を通じて社会的・経済的な価値を創出し、
地

（連携）

株主総会

組織改革によりESG経営を強化

マテリアリティの特定（2019年）

指名・報酬諮問委員会

取締役：5名
（いずれも社外取締役）

に広く発信できると考えました。また、ESGに関連した各モールの日々の取り組みが資金調達の一助とな
り、ひいては企業の成長につながることを従業員が実感できるという利点もあります。一人ひとりがESG
経営を身近に感じることで、全社で協力して目標を達成し、ESGの推進に貢献していきたいと思います。
財経統括部 財務部 財務グループ 長野 誠一郎
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SDGs

責任あるビジネスの推進

「持続可能な取引のためのガイドライン」を策定

持続可能な
開発目標

人権侵害となる可能性がある事案発生を未然に防ぎ、持続可能なバリューチェーン
を構築するため、
当社ではイオンの人権基本方針、
イオンサプライヤー取引行動規範
をもとに、外部の専門家の意見を取り入れながら2021年8月に「持続可能な取引の

人権への理解を深め個々の価値観を尊重

ためのガイドライン」
を策定しました。人権・労働に関する国際規範や業界における人
権項目を確認し、
中でも特に当社がビジネスをおこなう上で重要な項目を特定して記
載。今後、
イオングループおよびお取引先さまに共有し、遵守をお願いするとともに、

私たちは、多様な価値観を認め合い性別や国籍による差別のない社会をめざし、

実施状況の把握に努めながらサプライチェーン上の人権リスクの管理と低減をめざ

当社に関わる一人ひとりが人権を尊重して事業を進めています。

します。ガイドラインの詳細については、
以下の当社ホームページをご覧ください。

持続可能な取引のためのガイドライン
1.法と規則

8.結社の自由および団体交渉の権利

2.児童労働

9.安全衛生

3.強制労働

10.環境

4.労働時間

11.商取引

5.賃金および福利厚生

12.地域コミュニティ

6.虐待およびハラスメント

13.誠実性および透明性

7.差別

14.エンゲージメント

ガイドラインの詳細 https://www.aeonmall.com/esg/society/02/#human_rights_guide

人権方針・人権体制・人権研修

役員コンプライアンス研修を実施

イオンでは、
「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地

2021年12月に、専門家や弁護士から人権をめぐるグローバル

域社会に貢献する」
ことを不変の基本理念として、
法令の遵守は

の現状や人権にともなう企業リスクの事例、
お取引先さまの取り

もとより、
正しい行動を実践することですべての人々に対して
「誠

組み事例などを学び、人権やコンプライアンス遵守の重要性を

実」
であり続けたいと考え、
2003年4月に「イオン行動規範」
を制

あらためて確認しました。

お取引先さま向けに⼈権意識を⾼める説明会を開催
2021年12月、
建設関係のお取引先さまに当社の人権についての取り組み方針をご理解いただ

ウェビナー

き、
ともに公正なビジネスを推進するため、
「
『ビジネスと人権』及び『持続可能な取引のためのガ

定しました。2014年9月には、人権や労働環境に関する考えを

イドライン策定』説明会」
を開催しました。約80社、
100名の方にオンラインでご参加いただき、
国

明文化し、
「イオン行動規範」
を推進する
「イオンの人権基本方針」

際社会で課題になっている人権問題や企業として果たすべき責任のほか、
建設現場で発生した労

を定めています。当社もこの理念・方針を踏襲して、人権を尊重

働環境や人権侵害の事例をご紹介。今後も、
ビジネスパートナーとして当社に関わるお取引先さ

し、性別や国籍に関わりなく企業の発展に参画できる組織、
また

まのリスク削減について一緒に取り組みます。

すべての従業員の能力が最大限に発揮できる職場の実現をめざ

終了
ミュート

ビ デオの 停 止

セキュリティ

参加者

チャット

画 面 の 共 有 レコーディング

反応

しています。全従業員が年1回人権研修を受講しており、社内外
の相談窓口を記載した小冊子を全従業員に配布し、就業規則に

説明会終了後に実施したアンケートの結果（回答者：72名）

は人権尊重、
差別禁止などを明記しています。

ェンス

22.4.26 Q1山本修正
貴社ではビジネスと人権についての
取り組みはありますか。

人権デュー・ディリジェンスを実施
イオンの人権基本方針では、企業活動における人権への影響を特定

「軽減措置の検討」
のプロセスで推進。2021年度は実施範囲を当

し、防止・軽減措置に取り組む「人権デュー・ディリジェンス」
の実施を

社とし、当社および上流サプライヤーのアセスメントを実施しました。

明記しており、当社でも2020年から取り組みを開始しています。定

プロセスの実施後は是正計画を策定して人権リスク軽減のための

常的に人権リスク低減に取り組む体制を構築することをめざして「実

PDCAサイクルを確立し、国連が策定する「ビジネスと人権に関する

態把握とギャップ分析」
「人権課題の抽出」
「リスク評価と影響特定」

指導原則」
で求められる人権を尊重する企業の責任を果たします。

Q2 貴社では人権デュー・ディリジェンス

（人権への影響の特定、予防・軽減、対処、情報共有）

を実施していますか。

わからない

Q3 貴社では自社内に
外部苦情処理の仕組みがありますか。
わからない

8名（11%）

6名（8%）

わからない 実施している

ない

25名（35%）

13名（18%）

27名（37%）

ない

13名（18%）

ある

ある

51名（71%）

53名（74%）

実施していない
20名（28%）

人権リスクを管理し、問題の発生防止に努めているお取引先さまが多いことが確認できました。

人権デュー・ディリジェンスを軸とした、人権リスク軽減のためのPDCAサイクル
経営への報告と監督

ビジネスと人権
負の影響の検討、軽減措置の検討

●事業および取引が人権に与える影響
の特定、
リスク評価を実施

人権基本方針

Plan
Plan

情報公開
●統合報告書、ESGデータブック
などでステークホルダーに
取組の公表・報告
●活動内容の見直しと改善働きかけ
（バリューチェーン含む）
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Action
Action

Do
Do

●特に影響の大きいものを重点課題と
とらえ対応や予防是正措置、推進体制
など軽減のための対策を検討

Check
Check

取組効果の検証
●ガイドラインを基に
バリューチェーン
全体で順守状況の確認

持続可能な取引のためのガイドライン

リスク評価と影響特定

私自身これまで、
「人権」
というとハラスメントや雇用環境のことなどを指しているという認識でした。2021年度より、ESG推進グループでビ
ジネスと人権を推進する中で、今、国際的に重要課題とされていることがサプライチェーンを含む人権問題で、当たり前だと思っていた人間
らしく自由に生きる権利が子どもも含め侵害されているという現状を知り、グローバル展開している企業として
はもちろんですが、子どもをもつ母親としてもきちんと対応する必要があると感じています。当社では「ビジネ
スと人権に関する国別行動計画」
に基づき取り組みを進めています。社内全体に関わる内容のため、専門家の意
見を伺いながら関係部署の知見を集約して実施することが大切だと考えています。また、お取引先さま向けに
説明会を実施しておりますが、内容をご理解いただくことに加え、自社の活動やお取引先さまの事例をご紹介す
ることで情報発信の拠点となり、パートナー企業の皆さまと一緒に取り組みを進めたいと思います。
戦略部 ESG推進グループ 金坂 美雪

AEON MALL ESG Report 2022

37

