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ごあいさつ

弊社は、1966年の創業より地元のお客様のために、コンピュータによる受託計算を行って参りました。

人が行う業務をコンピュータが肩代わりして行うことで、結果として業務の効率化や、企業の円滑な経営に
貢献してきたのではないかと考えております。すなわち企業の社会的貢献（CSR）を果たし、さらに台帳など
のデータ化による紙の消費削減、人の省力化による本業への注力やCO2の削減にも寄与して参りました。
その後、アウトソーシングやASP、SaaSなどと呼び方は変わりましたが、その役割や成果は変わることなく受
け継がれております。

弊社は、平成18年に創立40周年を迎え、改めて経営ビジョンを「地元のお客様のために世界一のＩＴソリュー
ションを提供しつづける企業を目指す」としました。これは、地元貢献、ＣＳＲ、環境対策の面でも、世界一を
目指すということを表しております。

2006年から取り組んで参りましたテレワークの導入やワークライフバランス推進は、まさに環境・CSRに対す
る具体的で効果的なプログラムです。今後は、これらをさらに拡大・定着させ、また新たな挑戦も行い、地域
社会の環境維持・改善に貢献して参りたいと思います。

富士通グループは、2008年7月に、中期環境ビジョン「Green Policy 2020」を策定し、環境イノベーションに
よって、約3,000万トンのCO2排出量の削減に取り組んでおります。弊社もグループ企業の一員として、その
ポリシーを遵守し、弊社自らのCO2削減はもちろん、お客様および地域社会のCO2削減に寄与するため、
様々な環境ソリューションをご提供して参ります。

CO2排出量を削減した各種サーバやERPのGLOVIAシリーズ、POSシステム、車載ステーションデジタルタコ
メータ、さらに弊社独自のパッケージで、病院等の看護師様の勤務表割振作成を支援する｢らくらく師長さ
ん｣などにより、貢献して参ります。

弊社のお客様はもちろん、地域の皆様にも、弊社の取組に関心をお寄せ頂き、ご意見などございましたら、
是非弊社の環境・CSR推進部までご連絡を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

2008年12月18日

株式会社富士通ワイエフシー

代表取締役社長
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会社概要

社 名 株式会社富士通ワイエフシー

設 立 1966年3月25日

資 本 金 1億円 (富士通株式会社100%)

社 員 数 304名（2008年12月現在）

売 上 高 4,459百万円(2008年3月期)

事 業 所

本社 パシフィックマークス横浜イースト

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-12

アウトソーシングセンター：

〒221-0057 横浜市神奈川区青木町4-6

事業内容

• 公共/文教/製造/流通/情報サービス/金融業向けのコンサルティング

• システム開発

• アウトソーシングサービス

公的認定資格

• ISO9001：（2000年版）

• ISO14001：（2004年版）

• ISO27001：（2006年版）

• プライバシーマーク

売上・営業損益

3,905

2003年度

［平成15年］

第54期

3,916

2004年度

［平成16年］

第55期

3,802

2005年度

［平成17年］

第56期

4,345

2006年度

［平成18年］

第57期

4,459

2007年度

［平成19年］

第58期

4,000

4,500

3,500

売上高

4

（0.1％）

16

（0.4％）

104

（2.7％）

146

（3.4％）

201

（4.5％）

営業損益

（損益率）％

200

100

0

単位：百万円
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沿 革

昭和４１年０３月

富士通株式会社と扶桑電通株式会社の共同出資により資本金1千万円をもって株式会社扶桑ファコムセン
ターとして発足

昭和４６年０５月

新たに株式会社横浜銀行の資本参加を得て、資本金５千万円（授権資本１億円）に増資

昭和５６年０６月

神奈川区青木町に本社ビルを新築

平成０７年０９月

本社ビルが通産省の電算機システム安全対策実施事業所に認定（関東第８２-（１）号）

平成１２年０７月

事業部門 ISO9001認証取得（登録番号：JQA-QM5092）

平成１４年０１月

本社事業所 ISMS認証取得(認証番号：JQA-ISMSP0011)

平成１６年０３月

経済産業省システムインテグレーター企業に登録

平成１７年０３月

ISO14001富士通グループ統合認証取得（登録番号:EC98J2005）

平成１７年０６月

JIS Q１５００１：１９９９ プライバシーマーク付与（認定番号 第A820505(01)号）

平成１８年０１月

アウトソーシングセンターに生体認証（静脈認証）装置を導入しセキュリティを強化

平成１８年０４月

病院向け遠隔運用監視センターを本社内にリニューアルオープン

平成１９年１０月

第8回 テレワーク推進賞 優秀賞受賞

平成２０年０１月

第1回 よこはまグッドバランス賞 受賞

平成２０年０２月

第1回 Ｊ－ｗｉｎ Ａｗａｒｄ 敢闘賞受賞

平成２０年０９月

第9回 テレワーク推進賞 優秀賞受賞

平成２０年０９月

次世代認定マーク（くるみん）の取得

平成２０年１０月

均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー企業部門）神奈川労働局長優良賞受賞
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富士通グループの環境方針

当社では富士通グループの一員として、富士通
グループの環境方針、並びに富士通ワイエフシー
環境方針に基づいた環境保全の取り組みを行っ
ております。低炭素で豊かな社会実現のため、自
社の活動から発生する環境負荷の抑制と、当社
環境ソリューションの提供によって、お客様の環
境負荷削減への取り組みに貢献して参ります。

富士通グループの環境活動

富士通グループは、FUJITSU wayの企業方針に
掲げた「社会に貢献し、地球環境を守ります」に基
づき、美しい地球環境が次の世代へと受け継が
れるよう、環境保全を経営の 重要事項の一つと
位置づけ、全事業領域にわたり明確な目標を設
定し、計画的かつ継続的に活動を展開しています。

環境コンセプト「Green Policy 21」

富士通の創業以来の「自然と共生するものづく
り」という考え方をグループ全社員に浸透させ、
日々の業務における実戦を促すために、単なる意
思表明を越える行動コンセプトとして明記したもの
が「Green Policy 21」です。「すべてをグリーンにし
ます」をスローガンとして掲げ、このコンセプトをあ
らゆる事業領域で実践していきます。また富士通
グループの事業の独自性を反映させた環境経営
を推進するための「富士通グループ環境方針」を
定めています。

富士通グループ環境方針

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/activities/policy/index.html

中期環境ビジョン「Green Policy 2020」

2020年という中期にわたって、富士通グループが
果たすべき役割と方向性を示したものが、中期環
境ビジョン「Green Policy 2020」です。ＩＴの提供に
より、「低炭素で豊かな社会の実現」に貢献してい
くことをめざしています。

第5期富士通グループ環境行動計画

富士通グループでは、環境方針に則り、環境経営

を強化していくための具体的な目標として中期行

動計画を策定しています。現在は、「第5期富士通

グループ環境行動計画（2007～2009年度）」を策

定し、この計画に則った環境活動を推進していま

す。

お客様の環境負荷低減プロジェクト

「Green Policy Innovation」

富士通グループが有する環境テクノロジーやノ

ウハウを活かしたグリーンＩＴの提供を通じて、お

客様や社会で発生する環境負荷の低減をめざす

取り組みです。

2007年度から2010年度にかけての4年間で、累

計で約700万トン以上、お客様や社会における

CO2排出量の削減に貢献することをめざしていま

す。

第5期環境行動計画について

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/activities/management/plan/

stage5.html
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富士通ワイエフシーの環境活動

「ISO14001国内富士通グループ統合認証取得」

～ 大規模の統合ISO14001認証取得～

富士通グループでは２００４年６月より富士通お

よびグループ企業９８社が一体となって統合環境

マネジメントシステムの構築に取り組んでまいりま

したが、２００５年３月に認証機関である㈱日本環

境認証機構（JACO）により、富士通グループの環

境マネジメントシステムが「ISO14001に準拠（合

格）」と判定されました。

今後も富士通グループ環境

方針に則り、事業活動を通じ

て環境保全に取り組み、地

域社会との共存を図って参り

ます。

富士通ワイエフシーの環境に関する取り組みスローガン

当社では上記スローガンに基づき、【環境ISO管理委員会】を設け、環境負荷の削減に取り組んでおります。

「事業活動を通じて環境保全に取り組み、地域社会との共存を図る」

職場の環境活動

当社では以下の３項目を職場の環境活動目標
としています。

省エネの実施

用紙使用量の削減

分別リサイクルの徹底と廃棄物の削減

社内掲示ポスター
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2007年度は前年比約12%の用紙削減を達成し、当初目

標前年度比1%削減を大幅に上回る削減を致しました。

分別リサイクルの徹底と廃棄物の削減について l

職場でのごみ分別は当然の事ながら、産廃業者へ

の定期的な監査を実施し、法令に基づいた適正な処理

が行われている事を確認しております。また、ごみ分別

の過程でペットボトルのキャップを収集し、ボランティア

活動に役立てております。（地域・社会貢献活動 ボラ

ンティア活動の項目参照）

改善提案活動 ｌ

当社では2001年度より業務改善提案活動を実施し

ております。これは社員一人一人から日々の業務の中

で改善、予防措置を取るべき提案を募集し、それを実

施する事で当社の業務改善を促進する制度です。

（2007年度提案実績数271件）ご紹介した取り組みのい

くつかは、こうした社員からの改善提案に基づき制定さ

れました。当社では今後も社員からの提案を汲み上げ、

積極的に改善活動を実施して参ります。

富士通ワイエフシーの環境活動実績

電力使用量推移

1,059 1,091
1,231 1,265

233
287 283 284
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紙使用量推移

1,5561,695

1,413
1,241372

409

325
278
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0
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（枚/百万円）紙使用量 売上高あたり使用量

省エネについて

当社では以下の取り組みの実施により、省エネ

活動の推進に努めております。

1. クールビズ、ウォームビズの実施。（富士通グルー
プとして、チーム-６％運動に参加）

2. 昼休み消灯の実施。

3. PCの省エネモード設定。（スタンバイ、またはモニ
タ電源OFFの設定）

4. 社内移動時のエレベータ使用抑止

2007年度は社員数の増加により前年度比約

３％の増加となりましたが、売上高あたりの消費

量ではほぼ横ばいを維持しております。当社で

は今後もさらに省エネの取り組みを強め省エネ

の推進に努めて参ります。

用紙使用量の削減について l

用紙使用については以下の取り組みを行っております。

両面印刷、Nアップ印刷

社内資料印刷の見直しによる不要印刷の抑制

裏紙活用（ただし重要資料は除く）
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2007年度環境目標/実績

環境目的 環境目標 実績
達成
状況

2009年度末までに、「環境
シンボルマーク」が挿入さ
れた提案書を使用した提
案回数が、医療ビジネス
事業部員の100％にあた
る50件（環境提案件数）以
上にする。

2007年度末までに、「環境
シンボルマーク」が挿入さ
れた提案書を使用した提
案回数が、医療ビジネス
事業部員の50％にあたる
25件（環境提案件数）以上
にする。

「環境シンボルマークの周知／活用に
ついて」を社内Webへ掲載した。
環境提案件数27件を達成した。

○

エネルギー使用量の削減

エネルギー（電気）削減に
向けた省エネ対策の推進
（2007年度末までに、計画
されたアクションアイテム
数17を実施する）

電気使用量の実績値を毎月計測して
いる。
計測結果をWebへ公開している。
12月～2月にかけてウォームビズを実
施した。
啓発文、ポスターを作成、各フロアへ
掲示した。

○

産業廃棄物、一般廃棄物
（紙、ダンボール、機密文
書）を2009年度末までに
ゼロエミッションを達成す
る。

2007年度末までに、一般
廃棄物（紙、ダンボール）
の現状調査を実施する。
産業廃棄物、機密文書、
ＯＡ機器の排出に関する
運用管理を行う。

産廃、機密文書、OA機器排出の実績
値を毎月計測している。
計測結果をWebへ公開している。
ダンボールの現状調査を開始した。 ○

環境社会貢献活動の推進
（2009年度末までに、3件
環境社会貢献活動を実施
する）

環境社会貢献活動（ボラ
ンティア活動など）を、１件
以上実施する。

環境社会貢献活動として、OL-AIDを
企画／Webへ参加の呼びかけを掲載
し、7月より活動を開始した。
実績結果を社内Webへ公開した。

○

紙使用量の削減
（2009年度末までに事務
系紙発注量を2006年度実
績比3％削減し、137万枚
とする。）

事務系紙発注量を2006年
度実績比1％削減し、139
万枚とする。

計画値（139万枚）に対して、実績値
（124万枚）が下回っている。
計測結果をWebへ公開している。
啓発文、ポスターを作成、各フロアへ
掲示した（プロジェクタ等の利用推進
含む）。

◎

廃棄物適正管理の推進
（2009年度末までに、産廃
業者へ立ち入り監査を実
施する）

富士通グループ他拠点の
監査結果を確認する。

富士通グループ他拠点の監査結果を
確認。
確認結果を環境ISO管理委員会にて
報告。

○

2007年度は以下の環境目標を設定し、活動を行いました。年間を通した継続的な取り組みの結果、全ての項目
で目標を達成致しました。2008年度も目標の達成に向けてより一層環境活動に取り組んで参ります。

◎：大幅に達成 ○：達成 △：未達成
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2008年度環境目標

環境目的 環境目標

2009年度末までに、「環境シンボルマーク」が挿入
された提案書を使用した提案回数が、医療ビジネ
ス事業部員の100％にあたる50件（環境提案件数）
以上にする。

2008年度末までに、「環境シンボルマーク」が挿入さ
れた提案書を使用した提案回数が、医療ビジネス
事業部員の80％にあたる40件（環境提案件数）以
上にする。

電気使用量の削減
電気使用量を2007年度実績比1％削減し、270千
kWhとする。

産業廃棄物、一般廃棄物（紙、ダンボール、機密文
書）を2009年度末までにゼロエミッションを達成する。

2008年度末までに、一般廃棄物（紙、ダンボール）
の現状調査を実施し、リサイクル業者を選定する。
産業廃棄物、機密文書、ＯＡ機器の排出に関する
運用管理を行う。

環境社会貢献活動の推進
（2009年度末までに、3件環境社会貢献活動を実施
する）

環境社会貢献活動（ボランティア活動など）を、１件
以上実施する。

紙使用量の削減
（2010年度末までに事務系紙発注量を2007年度実
績比3％削減し、120万枚とする）

事務系紙発注量を2007年度実績比1％削減し、123
万枚とする。

廃棄物適正管理の推進
（2009年度末までに、産廃業者へ立ち入り監査を実
施する）

富士通グループ他拠点の監査結果を確認する。

2008年度は以下の環境目標を設定しております。
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環境ソリューション

看護支援システムらくらく師長さん

らくらく師長さんは看護職員の勤務割作成を中
心とした看護管理業務の支援システムです。看
護職員の人事情報管理や、勤務情報を利用し
て夜勤看護加算の判定や届出帳票の印刷など、
多数のオプション機能で看護管理業務を強力に
サポートします。 個人またはグループ単位で、
利用できる機能を設定することができるなど、セ
キュリティも万全です。

らくらく師長さんは富士通株式会社の定める
GRN規格：『環境貢献ソリューション運用制度に
関わる規定』（規格番号：GRN００-６０００１）に
基づく認定を受けました。

環境貢献ソリューションとは

ITソリューション導入による環境貢献効果（二
酸化炭素排出量削減効果）を定量的に評価し、
一定基準を上回る商品を「環境貢献ソリューショ
ン」として認定します。現在の基準値は15％です。
認定を受けた商品は「環境シンボルマーク」を表
示する事が可能です。

「らくらく師長さん」の導入で勤務割表作成作業の時間を大幅に削減する事が可能です。それにより作成作業

に必要であったIT機器使用時間も削減され、業務効率化と同時に環境改善も達成しております。

「らくらく師長さん」 看護支援システム全体の名前です。

勤務割システム
看護師さんの勤務割を作成します。
らくらく師長さんの中心的な機能です。
勤務割表のほかに、分担表や個人用の勤務カレンダーなどの印刷が行えます。

夜勤看護加算オプション
勤務割システムで作成した勤務表を基に、夜勤看護加算の基準判定や勤務計画表
などの帳票印刷が行えます。

超過勤務オプション 勤務割システムで作成した勤務表を基に、超過勤務の時間やその事由を管理できます。

web連携オプション 勤務割システムで作成した勤務表を、一般的なwebブラウザで確認する事ができます。

看護人事管理システム
看護職員の人事管理に特化した項目を網羅しています。
病院独自の管理項目ページがあり、管理項目の追加もできます。

集計オプション
勤務割システムや看護人事管理システムのデータを基に集計が行えます。
CSVやExcelのデータとしてファイルを作成します。

「環境シンボルマーク」
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地域・社会貢献活動 １

インターンシップ生受け入れ

当社では学生に、在学中に実社会での就業体験／実習体験の機会を提供し、情報サービス業界の仕事、
職種等を正しく知ってもらうため、2003年度よりインターンシップ生を受け入れております。

2008年には10名の学生を受け入れ、内2名は初の高校生の受け入れとなりました。

受入実績

• 2003年2名 2004年4名 2005年4名 2006年7名 2007年5名 2008年10名（内高校生2名）

平日10日間のインターンシップ期間中、ビジネスマナーなどの社会人としての基本に始まり、SE･PG･WEB技
術実習を通し、就業体験を行って頂きました。

インターンシップ生感想 （抜粋）

２週間インターンシップを続けてみることで、富士通ワイエフシーの組織関係と各部署の業務内容と役割りを
知ることができた。会社のオフィスは慌ただしい印象があったが、富士通ワイエフシーの雰囲気は良く、社員
の方も明るくて充実した日々を過ごせた。仕事が忙しく大変でも会社で楽しめれば、それが一番ではないか
と感じた。富士通ワイエフシーの環境は理想的な企業であると思った。

産学連携SE講座

神奈川県情報サービス産業協会の産学連携活動の一環と

して神奈川県下の大学でのSE講座を実施しています。

2007年9月25日に産業能率大学様にて講座を開きました。

学生さんは90名の方が受講され、IT業界のSEの仕事と心

構えについて勉強されました。

この活動を通して、業界にある間違ったイメージの払拭と夢

のあるIT業界の仕事内容や社会人への心構えなどを伝え

られればと思っております。また、学校様は、産業能率大学

様ほか4学校で実施しています。（2007年実績）

2008年10月7日にも昨年に引き続き産業能率大学様にて

講座を開きました。

講演概要

会社概要

ＳＥとは

システム開発の流れ

業界の話

ＩＴ産業の現状、新技術

2010年の日本

生活の中のＩＴ
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職業訓練生・企業実習生受け入れ

受入人数 ５名 内採用者 ４名

（２００８年１１月３１日現在）

「エコールＩＴかさわき」について

「川崎市産業人材育成協議会」から委託を受
けた「神奈川県情報サービス産業協会」が「ソ
フトウェア技術者学科研修事業」を開始いたし
ました。ニートや未就職者を対象に研修（座
学）や企業実習を通して就職の支援をする、と
いうことが目的です。

• 採用実績

2007年夏 1名

2007年冬 1名

2008年夏 2名

地域・社会貢献活動 ２

日本版デュアルシステム企業実習

独立行政法人雇用能力開発機構神奈川セン
ター（ポリテクセンター関東）の生産システム技
術科「ネットワーク／プログラムコース」（6ヶ月
コース）より実習生を受け入れ。

• 受入実績

2008年5月 1名

2008年10月3名 （内、1名採用）

【産学チャレンジプログラムの趣旨】

神奈川経済同友会会員企業が、日常の経営課
題の中から実践的な研究テーマを提示し、神奈
川県内 にキャンパスを有する本プログラム
参加大学の協力を得て、各テーマにチャレンジ
する学生の募集を行 い、提出された研
究レポートを審査して、優秀な研究について表
彰するものです。
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ミャンマー・サイクロン及び中国・地震災害へ義援金拠出

ミャンマー向け（１５万円）中国向け（１５万円）総額３０万円を、復興に役立てるために、富士通株式会社経
由で、拠出いたしました。被災者の方々に対しましては、謹んでお見舞いを申し上げますとともに、被災地の
一日も早い復興を心より祈念いたします。

高校生会社見学

2007年度より、地元横浜市における公立高校の社会見学教育の一環として会社見学を受け入れておりま
す。情報サービス業に興味を持っていただいた高校生の皆さんに、アウトソーシングセンターの部分見学や
オフィス見学、パソコン講習などを体験していただきました。

ボランティア活動

ペットボトルキャップ収集

NPO法人「Reライフスタイル」様を通じ、社内で集めたペットボト
ルキャップを提供するボランティア活動を実施しています。

• 環境保全、CO2削減

1. ペットボトルのキャップをはずして、ゴミを減らしリサイクル資
源として活用する。

2. （ゴミとして焼却処分されると400個で3,150gのCO2が発生
します。）

• 社会貢献

1. 発展途上国の子どもたちにワクチンを贈る。

2. （キャップ400個で世界の子どもたちの命を救うワクチン一
人分となります。）

NPO法人「Reライフスタイル」 http://www.re-lifestyle.com/

地域・社会貢献活動 ３

2008年度実績

2008年10月より取組みを開始し、2008年11月末に約4000個（およそ10ｋｇ）を提供しました。

この取組みで削減できたCO2総量は約31,500ｇ、10人分のワクチンを贈ることが出来ました。
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産学連携企画インタビュー記事

神奈川大学様の内田教授研究室の学生3名を対象にして、就職前にIT
業界の体験をしてもらう事を目的に、2008年2月1日～28日の1ヶ月間、弊
社社内で経理用の入出金チェックツール作成作業を行って頂きました。
期間中、学生のメインサポートを務めた社員にインタビューを行いました。

Q１．どのような工程で作業を実施しましたか？

吉澤：実際の作業は社内で応募をかける事から始まりました。丁度経
理部から要望があがり経理用のツールを開発する事になりました。開
発にあたってはこちらから完成した仕様書を学生に渡すのではなく、
実際のシステム開発に近い形を取っています。まず経理の要望を聞
き取る事から始め、経理の社員と学生との打合せを通して、 初は漠
然としていたイメージを徐々に固めていき、 終的にお取引先との掛
け金をチェックするシステムの仕様書を作成しました。

システム開発事業部

吉澤 勇人

2007年入社

Q２．当時はまだ1年目の社員でしたが、その事で不安はありませんでしたか？

吉澤：技術面での自分のスキル不足と、全くの未経験であるプロジェクトを管理するという事に対し
ての不安はありました。しかし、毎日進捗状況を確認する。学生に積極的に話しかけてチームの雰
囲気を良くする。技術的に難しい箇所は先輩のサポートを取り付けるなど出来る事は全て行いまし
た。

Q３．今回の産学連携を通して自分自身にプラスになった事は？

吉澤：まず学生と一緒に作業できた事が楽しかったです。またこれまでは指示に従う立場でしたが、
指示を出す側の経験を積む事ができ、その大変さがわかりました。将来自分がリーダーの立場に
なる時にいい経験として活きてくると思います。

Q４．全体を通しての感想は？システム開発事業部

吉澤：就職前に、会社の仕事場で実際に開発の経験ができるのは良い経験だと思います。プロ
ジェクトメンバーの一員としてシステム開発をする大切さを経験できた今回の産学連携は、学校側
と会社側の協力があってこそできた事です。また社会と接する事で社会人としてのマナーといった
大学では学ぶ機会があまりない事を学べたのも良かったと思います。

今回実施時期が学生の就職活動と重なってしまい、どうしても学生の都合が付かない日がありま
した。次回は夏季休暇期間など、もっと学生の時間が取れる時期に実施できれば良いと思います。

地域・社会貢献活動 ４
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コンプライアンス

当社のセキュリティ基本方針

ISMS基本方針

当社は、地域のお客様の企業価値向上をご支援し、また地域社会の発展のために確実に貢献する企業として、下
記に掲げるISMS基本方針を定め、役員及び従業員が遵守することを宣言します。

（１） 当社は、卓越した情報セキュリティ、 高レベルの情報セキュリティを目指します。

（２） 当社は、情報セキュリティへの取組みを通じて、お客様満足度向上、社員満足度向上、独自能力の向上を
目指します。

（３） 当社は、保護すべき情報資産の機密性・完全性・可用性を維持するためリスクアセスメントを実施し、不正
アクセス、漏洩・破壊・改ざん・紛失等のリスクに対する適切な管理策を講じます。

（４） 当社は、情報セキュリティに関する法令及びその他規範、お客様の要求事項並びに契約上のセキュリティ
義務を遵守します。

（５） 当社は、全ての役員及び従業員に対して情報セキュリティの重要性を認識し、情報及び情報システムを適
正に利用するよう定期的に教育・啓発活動を実施します。

（６） 当社は、情報セキュリティ関連諸規程を定め、遵守状況を定期的に点検・評価することにより、効果的な情
報セキュリティマネジメントシステムの継続的維持・改善に努めます。

（７） 当社は、情報セキュリティ事故を未然に防ぐために必要な予防処置を実践するとともに、万一の発生時に
は速やかに根本原因を調査・分析し、再発を防止するために必要な是正処置を講じます。

行動規範

• 人権を尊重します

• 法令を遵守します

• 公正な商取引を行います

• 知的財産を守り尊重します

• 機密を保持します

• 業務上の立場を私的に利用しません

行動規範（全文）

http://jp.fujitsu.com/about/corporate/philosophy/codeofconduct/

富士通グループのコンプライアンスに関する基本的な考え方

富士通グループは、グループの理念・指針であるFUJITSU Wayにおいて、企業理念を実現するうえで社員
一人ひとりが厳守すべき基本ルールとなる「行動規範」を定めています。

この「行動規範」では、法令および社会規範の遵守に関する富士通グループの姿勢を明確に打ち出してお
り、社員が業務を遂行するうえでの厳守すべき事項を挙げています。

ISMSとは・・・
情報セキュリティマネジメントシステム（Information Security 
Management System ）の略。
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個人情報について

個人情報保護方針

株式会社富士通ワイエフシー（以下、「当社」という）は、先進のITを基に、コンサルティングからシステム開

発、コンピュータ機器の提供、アウトソーシングまで、情報システムのライフサイクルに応じた 適なソ

リューションを提供しております。

当社は、個人情報保護の重要性と情報サービス業としての社会性を認識し、個人情報の漏えい、滅失又

はき損等の防止ならびに情報セキュリティマネジメントの強化を図り、個人情報の取扱いに万全を期してま

いりました。

今般、更なる個人情報保護の強化を目指し、JIS Q 15001:2006「個人情報保護マネジメントシステム-要求

事項」に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを改めて整備いたしました。

この中で当社は、個人の人格尊重の理念の下、個人情報を安全かつ正確に取り扱うため、事業運営上の

業務に従事する全ての者が遵守すべき行動基準として本個人情報保護方針を定め、全社一丸となって取

り組み、お客様の信頼にお応えすることをお約束いたします。

1. 当社が個人情報を取得する場合には、あらかじめ利用目的および提供の有無を明確にし、本人の同意

を得るとともに、その目的の範囲内で利用し、目的外利用を行わせない対策を実施します。

2. 当社は、取得した個人情報を委託する場合および第三者へ提供する場合、個人情報の保護水準を十

分満たす者を選定し、個人情報の安全管理が図られるよう契約等により適切な措置を講じます。

3. 当社は、個人情報保護に関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。

4. 当社は、個人情報の漏えい・滅失又はき損の防止・その他個人情報の安全管理のために、必要かつ適

切な措置を講じるとともに、万一の発生時にはすみやかに是正処置を講じます。

5. 当社は、個人情報保護マネジメントシステムの継続的な見直しおよび改善を実施します。

6. 当社は、本人からの個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等を求められた場合は、遅滞なくこれに応

じるとともに、苦情および相談を受け付けて適切かつ迅速な対応を実施します。

【当社の個人情報の取扱いに関する申し出先、窓口】

株式会社富士通ワイエフシー 総務部 お客様相談窓口

TEL 045-453-7887 FAX 045-453-7886 

2005年10月1日制定

2007年1月16日改定

プライバシーマーク付与の認定取得

当社では、お客様の大切な個人情報をお預かりする情報

サービス企業として個人情報保護の重要性と情報サービス

業としての社会性を認識し、個人情報の安全管理を重要な経

営課題と認識してまいりました。このたび財団法人日本情報

処理開発協会（JIPDEC）よりプライバシーマーク付与の認定

を取得いたしました。

今後も個人情報保護方針に則り、個人情報を取り扱う事業者

として、個人情報の適正な取扱いと安全管理に努めてまいり

ます。
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社員重視への取り組み

日本企業でトップレベルのワークライフバランス

テレワーク

在宅勤務・モバイル勤務により、仕事の効率化・社員

の家庭生活の充実を支援しています。

（原則として入社3年以上の社員が対象）

2008年12月10日現在56名の社員が申請・実施。

→ 詳細：P18

出産・育児・介護その他

出産休暇⇒女性、産前産後８週間、有給

配偶者出産休暇⇒男性５日間、有給

育児休業⇒子が１歳の３月31日または１歳６ヶ月のどちらか長い方の期間、勤続年数に算入

育児短時間勤務⇒子が小学校３年生までの期間

子の看護休暇⇒ 低５日／年、有給休暇とは別の積立休暇の日数分取得可能（ 大３０日）

介護休業 ⇒ 大３６５日、勤続年数に算入

介護短時間勤務 ⇒ 大３６５日

定時退社推進 ⇒ 予め定時退社日を計画し、実施状況を社内へ公開

有給休暇取得推進 ⇒ 取得状況を毎月社内へ公開
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テレワーク

実施内容：

2006年10月より、少子高齢化の対応／環境・社会的責
任／企業経営改善を目的とて、テレワーク試行を経て、
本格導入。社員のテレワーカー率を目標として掲げて
活動し、社内外へ公表し推進しております。今後、導入
実績をビジネスへ発展させていきます。

第８・９回 テレワーク推進賞 連続受賞

ワークライフバランス実現のため全社的な取組み

を担当する推進室を立ち上げて組織的に対応し、

社員の１５％が実施されている点や、高度なセキュ

リティ等の工夫をした堅実なトライアルである点な

ど、今後の期待も大きいと判断され、日本テレワー

ク協会より２年連続で優秀賞として評価されました。

テレワーク試行者の実感

家族との時間の増加

• 奥様やお子様との会話/夕食/入浴など

自分の時間の増加

• 自己啓発や趣味などの時間がとれる

健康面でも効果あり

• 通勤がないことによる精神的・肉体的負荷軽減

• 睡眠時間の確保

• 業務上の精神的負荷軽減

業務の能率向上が図れる

• 集中して業務を遂行できる

• 事前にスケジュールを立て、行動するので効率化できる。社外から社内システムを利用できるため、

締め日でも帰社しないで事務処理ができる。
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テレワークの導入実績

2007年 2008年 2009年

テレワーク
適用率

10％ 20％ 50～100％

ワークスタイル
の多様化

男性育児休業
取得者誕生

女性幹部社員の誕生
社員の再雇用実績

結婚・出産・育児・介護
を
理由とした退職者ゼロ

導入実績
お客様へ

取組みと実績をご紹介

ノウハウとソリューショ
ンの提供
・ワークライフバランス
・テレワーク
・事業継続
（ＢＣＭ／ＢＣＰ）
・セキュリティ

コンサルティング及び
最適なソリューション
の提供
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出産・育児・介護支援制度 １

当社では結婚・出産後もいきいきと働き続けられる環境作りを目標に、支援制度の拡充を行っております。
2007年度には目標の一つとして育児休業の取得を男性は1名以上、女性は90％以上の取得率維持を掲げ
ました。目標達成のため育児休業制度を改定し、社内広報活動を積極的に行った結果、3名の男性社員が
育児休業を取得しました。また女性社員の育児休業取得率は100％を達成しました。

育児休業を取得して感じたこと、良かった点・困った

点はなんですか？

育休のメリット、デメリットを教えてください。

一番に強く感じたのは「（取得を）あきらめなくて良

かった！」ということ。 おかげさまをもちまして、家族

にとって「とても大切な時間」を過ごすことが出来ま

した。 当初は妻を援助することを目的としておりま

したが、取得が延期したこと・妻の復職時期に近く

なったことから、 家族の思い出を作ろう！という目

的に変わり、期間中家族で旅行に出かけたり等、

良い思い出を作ることが出来たと共に、妻も心残り

なく復職することが出来ました。

困った点（デメリット）としては、やはり少なからずと

も業務に穴を開けてしまうこと。 特に私の場合は顧

客先常駐という立場でしたから、代替要員の調整・

不在の間の業務引継ぎなど、周りの方々に負荷を

かけてしまったことです。

育児の中で、「これは父親の大切な役割だなぁ」と

感じたものはありますか？

「これは！」と限定するものはありませんが「気づい

たら自分から動く」ことが大切だなぁと感じています。

洗濯・掃除・ご飯の支度など家のことから、子供の

遊び相手・ご飯・お風呂など子供の面倒まで、 どれ

も気づいたらそのときに動くことが大事と感じていま

す。

育児休業取得期間を教えてください

2008年2月27日～2008年2月29日（３日間）

育児休業の取得を決めるまでの経緯を教えて
ください。育児休業制度は何で知りましたか？
取得を決めたのはなぜですか？
家族や周囲の反応は？

男性社員も育児休業を取得しやすくするよう制
度改革が行われたことのお知らせを見たのが
きっかけです。 妻は就業中であったため（現
在も共働き中）、妊娠中も通勤に苦労している
姿を見ていたこと、 何らか助けになれたらとい
う思いと、育児に参加したいという思い等から、
出産後の疲労がピークに達するであろう（と勝
手に思い込んでいた）出産予定日から２週間
後に育児休業を取得したく当初申請を行いま
した。
しかしながら、その時はどうしても業務都合がつか
ず、取得を延期いたしました。 そしてこの度、沢山
の方々のご協力・ご支援を戴き、晴れて育児休業を
取得することが出来ました。一度取得を延期した経
緯もあり、家族にも大いに喜んでもらえ、また周りの
方々からも賛同をいただきました。

育児休業を取得した男性社員（32歳）の声
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我が家は現在共働きですから、互いに出来ることは
出来るだけするという感じになってます。 きっと相手
のことを思う気持ち（妻にとってどうか？子供にとって
どうか？）が大切なんですね。 そうは言っても疲れて
いるときなどは相手に甘えてお願いしてしまうことも
ありますが・・・

「何かこれ！」と言うものをあげるとすると、体力的な
面もあり「子供をお風呂に入れる」のは父親の役割の
ようです。 これは非常に助かると妻に言われたこと
があります。子供を独り占めできる楽しい時間でもあ
りますよ！ そして、とっておきは、妻の苦労を労って、
時折おいしいデザートを買って帰ること！（なんて、自
分が食べたいだけかも・・・）

今後育児休業を取得する方へアドバイスをお願いし
ます。

子育てに興味のある方、積極的に関わりたい方、育
児休業ってどうだろう？と思っている方、育児休業を
取ってみたいと思っている方、 是非手を挙げてみて
下さい。

業務調整であったり、周りの方に協力をお願いしたり
と、大変なこともあるかと思いますが、 その分普段の
休日とはまた違う大切な時間を過ごせるのではない
かと思います。

また、一つ一つの実績が社内の風土を変えていくこと
になると思いますので、 次世代に続く人たちのため
にも、一度チャレンジされても宜しいかもしれません。

育児休業を決めた方は、その間不在になるのは事実
ですので、周りの方々に必要以上の迷惑を掛けない
ためにも、 自身の休業をより有意義にするためにも、
しっかりとした引継ぎを行っていくようにすると良いで
しょう。頑張ってください！

出産・育児・介護支援制度 ２
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家族見学会の実施

ご家族を会社に御招待

2008年8月20日（水）、当社は社員のご家族向け会社見

学会を実施いたしました。これは、当社が重要視している

「ワークライフバランス」の一環で、お父さん・お母さん・お

子様が どういう環境（仕事場）でどのような仕事をしてい

るのかをご家族の皆様に確認頂くと同時に、当社の業務

内容およびその社会における重要性と、その一連の業

務内でのお父さん・お母さん・お子様の活躍についてご

理解頂くことを目的としております。

2007度より、お子様の夏休みにあわせ、年度毎に実施し

ております。

参加対象は社員（派遣の方を含む）のご家族（配偶

者・子・両親・祖父母並びにこれに準ずる方）で、当

日は、14家族32名の方にご参加いただきました。ま

ず社長の宮浦によるご挨拶から始まり、その後、約

2時間をかけて2事業所（本社3フロア・アウトソーシ

ングセンター）の見学を行い、社員が実際にどのよ

うな仕事をしているかの説明をいたしました。

本社見学の中では、社長室にて、お子さんが社長

席に座って記念写真を撮るなどし、ご家族間での

親交を深めていただきました。

その後、社員本人と合流し、懇親会を開催いたしま

した。

会社見学会、会社・社長に対するご意見・ご要望な

ど（抜粋・要約）

遠い存在の社長様に身近に接していただいて

ありがたかったです。子どもたちも父親の職場

を見ることが出来、大変喜んでいました。良い夏

休みの思い出となりました。

夫・父親の働く場を見せて頂いて、家族としてよ

り応援のし甲斐がわくように思えました。

家族を大切にしている会社であると同時に、人

を大切な資源だと思って下さっている事が確認

出来て良かったです。

娘が色々な話をしていても職場の情景がわから

なかったのでどの様な会社かと不安があったの

ですが安心しました。

普段見えない主人の働く姿を見ることができて

嬉しく思いました。和気藹々とした会社で安心し

ました。

懇親会も夕暮れ時にシーバスに乗って赤レンガ

倉庫というコース設定はとてもいい企画でした。
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ワークライフバランス推進の成果

女性活性化・ワークライフバランス推進は経営に良い結果をもたらす？悪い影響は無い！

【 比 較 項 目 】 2005年度 2006年度 2007年度
売 上 38億 ４３億 ４４．６億
営 業 損 益 1.04億 1.47億 ２.０１億
幹 部 社 員 登 用 受 験 4名 18名 ２１名
（ 内 女 性 社 員 ） （0名） （0名） （1名）
全社員への情報発信 101件 289件 ８２５件
ビ ジ ネ ス ネ ー ム － 3名 ４名
障 害 者 雇 用 0名 3名 １名
新 卒 採 用 6名 25名 ２８名
キ ャ リ ア 採 用 6名 5名 ７名

退 職 者 19名 3名 １２名

退職者１９名

事務作業

サブ的業務

テレワーク導入

社外５組織との連携拡大退職者減

富士通神奈川支社との
タイアップビジネス

医療女性営業

ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲﾃﾞｱ
女性が投稿

GLOVIAsmart
プロジェクト

女性参画

インターネット
Webデザイナー

女性進出

女性活性化・
ワークライフ
バランス推進 女性課長代理誕生

ボランティア活動妊産婦用休憩室設置

女性管理職誕生
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ワークライフバランス推進についての社外からの評価

2008年2月14日 第1回 「J-win Award 敢闘賞」 受賞

当社は、特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク（略称：NPO法人J-win）より、経営におけ
るダイバーシティへの取組みと女性活躍推進の土台を築いた功績について、「社長の強いリーダーシップの下、全社員ア
ンケートから浮かび上がった要望、意見に対し、社長、女性活性化プロジェクト、総務、組合の４者が定期的に進捗管理
を行い、全社員に開示している。」 として、「第１回 J-win Award 敢闘賞」を受賞致しました。

2008年1月16日 男女がともに働きやすい職場環境づくりを

積極的に進めている企業として横浜市より認定

横浜市は「男女がともに働きやすい職場環境づくりを積極的

に進めている企業や団体」を「よこはまグッドバランス賞」とし

て表彰していますが、当社はこのほど、栄えある第一回よこ

はまグッドバランス賞を受賞しました。

「よこはまグッドバランス賞」は、横浜市が男女共同参画を進

めるため、１９年度より、市内事業所の女性の活用、子育

て・介護支援、就労時間の短縮等、男女が働きやすい職場

づくりを積極的に進める事業所を認定・表彰するもので、当

社を含む３社が表彰を受け、全体で10事業所が認定を受け

ました。

近年、少子高齢化が社会問題となり、企業が仕事と社員の子育てを両立させることなどでの少子化対策

が必要となっています。 このため、当社では2006年度よりワークライフバランス室を設置し、子育てや家

事に職場が配慮することで女性を含めた従業員全体の労働効率を高め、また個人の能力を大いに高め

てもらうよう、企業努力を重ねてきました。

具体的には、テレワーク（在宅勤務制度）を導入し、（従業員の15％が実施しており、昨年、日本テレワー

ク協会よりテレワーク推進賞優秀賞を受賞しています。）自宅に居ながらの勤務が可能な仕組みを整えま

した。さらに、社内に女性活性化プロジェクトを発足させ、従業員が安心して仕事に取り組める環境づくり

を推進してきました。

「J-win Award 」とは

J-Win会員企業の中から、ダイバーシティに積極的に取り

組んでいる企業を表彰することで、より一層の推進を目

指す

効果的事例、ユニークな取り組み事例等の汎用を目指す

「カタリストAward」への登竜門と位置づける

上記を目的に、NPO法人 J-winより、大賞１社、準大賞２社、

敢闘賞５社、特別賞１社が表彰されたものです。

当社は、今後もこうした努力を重ね、従業員が幸せに暮らせ

るよう、また、公私ともに地域社会に貢献できるよう努め、ひ

いてはお客様により良いサービスを提供出来るよう努力を続

けます。
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2008年10月15日 平成20年度 均等・両立推進企業表彰
（ファミリー・フレンドリー企業部門）神奈川労働局長優良賞
を受賞

当社は厚生労働省神奈川労働局より「女性労働者の能力発揮を
促進するための積極的な取組(ポジティブ・アクション）」及び「仕事
と育児・介護との両立支援のための取組」について、他の企業の
模範となる取組を推進している企業として、平成２０年度ファミ
リー・フレンドリー企業部門の神奈川労働局長優良賞を受賞致し
ました。

なお、表彰式は10月15日10時より神奈川労働局長室にて
執り行われました。

ワークライフバランス推進についての社外からの評価

2008年9月18日 第９回 テレワーク推進賞 優秀賞 受賞

当社は働き方の多様化を推進する企業として、社団法人日本テレワーク協会が実施する「テレワーク推進賞」の優

秀賞を2008年度の第8回に引き続き第9回も連続受賞いたしました。

受賞理由

家族の理解を得るため、社長直筆の手紙を送るなど、取り組み姿勢が評価できる。又、テレワーク

普及促進にも貢献、企業においては、人材確保や事業拡大につながっているところが優秀賞として

評価された。

「テレワーク推進賞」は、【テレワークを自ら推進している企

業・団体】【テレワークを活用して事業推進している企業・

団体】として[テレワークの実施規模が一定以上に達してい

る][トップがテレワークの推進に理解を示し、協力的であ

る]などの審査基準により優秀と判断された企業に与えら

れるもので、当社は昨年（第8回）に引き続き、連続受賞の

栄誉を賜りました。
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次世代認定マーク「くるみん」の取得について

当社は、お客様に真心のこもったサービスを提供するため、従来より「ワークライフバランス」の推進に取組

んで参りましたが、2008年9月18日付で、神奈川労働局より「次世代育成支援対策推進法」(注1)（以下「次世

代法」）に基づく基準を満たした「基準適合一般事業主」として「認定」され、次世代認定マーク「くるみん」を

取得いたしました。

これは、2005年4月施行の次世代法に基づいた子育て支援をする「一般事業主行動計画」を策定・実施し、

計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たした企業が取得できるものです。当社は2006年2月

1日～2008年1月31日を対象期間として策定した行動計画に基づく活動実績と目標達成が認められ、取得に

至りました。また、ワークライフバランス推進への取組みについては、第8回・第9回のテレワーク推進賞をは

じめ、多方面から評価を頂いています。

行動計画実施内容

男性育児休業実績と女性育児休業実績90％以上維持育児休業制度の改訂と周知

• 男性育児休業者1名

• 女性育児休業者2名（100％）

子の看護の為の休暇制度および育児の為の短時間勤務制度の延長を導入子の看護休暇制度導入

• 積立休暇より 低５日／年取得可能とし、積立休暇算日数分取得可能（ 大30日／年）

（2006年4月より）

• 育児の為の時短勤務期間の延長

• 子が小学校3年生までの間取得可能

（2006年4月より）

社員が、週1回～2回の在宅勤務を中心としたテレワークを実施できる制度を導入。

• 週に2日は会社へ出勤することを基準に、テレワーク制度を導入。基本的には入社3年以上であるが、

育児・介護等の事由がある場合には個別に対応する。

• （2007年4月より） （４）時間外労働削減措置として、定時退社推進活動を実施する。一般社員の1人2
日／月の定時退社日を設定し、実施状況を社内イントラネットに部単位で公開。

（2006年11月より）

※2006年11月～2008年1月の実績 平均実施率83％

「くるみん」の取得

注1：次世代育成支援対策推進法
次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行
う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だ
けでなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成16年度末までに
「一般事業主行動計画」（以下「行動計画」といいます。）を策定し、平成17
年4月1日以降、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者
が300人以下の事業主には、同様の努力義務があるとしています。




