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当社は、「お客さま第一」「生活に密着した金融サービスの提供」「社会の信頼と期待に応える」「活
力あふれる社内風土の確立」を経営の基本方針とし、金融サービスを通じたお客さまへの限りない
貢献を永遠（AEON）の使命と定めております。
私たちは、事業活動を通じて安全・安心への取り組みや、価値あるサービスの提供に努めてまいり
ます。そしてそれらの品質向上を通じて企業価値を高め、環境保全活動・社会貢献活動に継続して
取り組むことが、わたしたちのCSRと考えております。

「金融サービスを通じ、お客さまの未来と信用を活かす
生活応援企業」として、皆さまの期待に応えてまいります。

決済インフラ事業者に求められる社会的責任

CSRへの取り組み

「キャッシュレス社会」の実現

クレジット市場は、生活関連分野でのカード利用領域の拡大
や金融とＩＴが融合したフィンテックによる利便性向上を背景に、
順調に拡大してきております。政府の「日本再興戦略」において
も、2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会の開催を見
据え、継続して「キャッシュレス化の推進」を重要な政策課題と位
置づけております。

同時に、情報セキュリティ政策会議が策定した「重要インフラ
の情報セキュリティ対策に係る第３次行動計画」では、クレジット
分野が重要インフラに指定されており、また「改正割賦販売法」

（2016年12月9日公布）において、カード情報の適切な管理及び
不正使用防止のための措置が義務づけられる等、セキュリティ強
化への早急な対策がクレジット業界全体で求められております。

クレジット業界の社会的責任がますます高まりつつあるな
か、当社は、クレジットカードのみならず、イオングループにお
ける電子マネー（WAON）やデビットカード、さらにお客さまの
ニーズの高まりを受けて新たにポイントサービス（WAON 
POINT）に取り組んでおり、「カード」「電子マネー」「ポイント
サービス」のデータベース管理を一手に担うこととなりました。
大規模データベースを管理する決済インフラ事業者として、

「業務品質の向上」と「セキュリティの強化」に特に重点を置き、
さまざまな取り組みを行っております。

このような経営環境のなか、当社は「業務品質の向上」と「セ
キュリティの強化」をCSR活動に取り組むべき重点方針と定め、
さまざまな取り組みを行っております。

CSR経営の基盤であるコーポレート・ガバナンスにおいては、
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年間4兆5,158億円にのぼるクレジット
カード決済処理体制に加え、電子マネー
についても年間2兆1,389億円の精算処
理を行っています。

クレジットカードにかかわる業務を集約した
「事務センター」を札幌、仙台、千葉、四日
市、大阪の5箇所に設置し、合計席数が
2,960席という事務処理体制を構築してい
ます。また、全国に41箇所の事業所を展開
し、地域密着の営業活動を実施しています。

札幌220席

仙台360席

千葉1,520席四日市290席

大阪570席

カード発行機を所有している当社は、
キャッシュカードなどの発行を年間
1,000万枚可能としています。また、
イオンカードをはじめとするクレジッ
トカード会員さまへの請求書発行業
務を行い、月間1,093万件の発行に
対応しています。また、プロセッシング
業務において、品質管理の国際規格
である「ISO9001」認証を取得し、質
の高いお客さま対応
と、正確な事務処理を
実 践 するとともに、
PDCAサイクルでの
改善を行っています。

数字でわかるイオンクレジットサービス

JQA-QM7708

代表取締役社長水野雅夫

業界最大規模の業務運営体制を活かして、
国内ナンバー１の決済ソリューション事業者をめざします。
当社は業界最大規模の業務運営体制を構築しており、イオングループが３０年以上の実績を積み上げたクレ
ジットカード事業における総合ノウハウとリソースを最大限に活かして、日々お客さまに求められる「金融サー
ビス」とは何かを追求し、実現してまいります。

4兆5,158
億円

カードショッピング年間取扱高

2兆1,389
億円

電子マネー年間取扱高

事務センター席数

2,960
席

全国事業所数

41箇所
年間カード発行体制

1,000万枚

月間請求書発行枚数

1,093万件

取締役会に報告・提言を行う「コンプライアンス委員会」「リスク
管理委員会」「お客さま満足度向上委員会」「システム管理委員
会」を設置し、当社が提供する決済ソリューションサービスを高
い品質で、安心してご利用いただける態勢を構築しております。
高度化するサイバー攻撃への対策として、CSIRT（Computer 
Security Incident Response Team）を２０１６年に構築し、サ
イバーセキュリティ管理態勢の強化に取り組んでおります。

人財活用・人財育成においては、従業員１人ひとりが「自ら発
想、自ら挑戦」の高い意識を持ち、お客さまに信頼される人財へ
と成長できるよう、自律的なキャリア開発の支援及び、必要な能
力・知識の教育に注力しております。２０１７年４月には厚生労働大
臣より「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基
づき、「えるぼし」企業として認定を受けるなど、ダイバーシティ経
営推進に向けた取り組みを行っております。

社会貢献活動・環境保全活動においては、イオングループ一体
となって、東日本大震災、熊本地震で被災された方への長期的な
支援活動に尽力するとともに、全国の社会福祉施設との交流、寄
付・募金活動、植樹活動につきましても継続的に行っております。

今後も当社は、これまで培ってきたクレジットビジネスのノウ
ハウのもと、「お客さまの未来と信用を活かす生活応援企業」と
して、利便性の高い決済プラットフォームの開発やビッグデータ
を活用した加盟店さまへのソリューション提案を通じて、「安全、
安心、便利で、お得に」暮らせるキャッシュレス社会の実現に貢
献してまいります。

本レポートでは当社のCSRの取り組みを報告させていただきます。
多くの皆さまに、当社へのご理解を深めていただければ幸いです。

CREDIT

Philosophy Outline
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消費者の皆さま、そして企業や店舗のお客さまが求める
「安全・安心、便利でお得な金融サービス」を提供していきます。

長年培った確かな審査ノウハウを提供

信用保証事業

クレジットカード事業で培った審査ノウハウを活かし、イオン銀行のクレ
ジットカード・カードローン・無担保ローンの保証業務を受託していま
す。質の高い信用保証サービスを通じて、お客さまの資金ニーズに迅
速にお応えしています。

新サービス「WAON POINT」を拡大中

ポイント事業

イオンでは「お客さま」「家族」「地域社会」とつなが
る新たな共通ポイントサービスとして、2016年6
月にWAON POINTサービスがスタート。当社で
はWAON POINTのプロセッシング業務を行って
おります。

さまざまなサービスで加盟店を支援

アクワイアリング事業

精度の高いデータに基づく提案や多様な
ツールの提供、２４時間年中無休のヘルプ
デスク設置など、多方面から加盟店を支援
し、キャッシュレス決済の普及に向けて利用
場所の拡大に取り組んでいます。

カードにかかわる事業をトータルに提供

カード事業

クレジットカードの申込受付から、審査、
カード発行、管理業務、請求書発行、お客
さま対応などの事務処理業務をトータル
に手掛けています。また、お客さまの“安
全・安心”のため、日々お客さま対応品質と
情報管理態勢の向上に努めています。

高いセキュリティで守られたネットサービスを提供

ネット事業

さまざまな金融サービスをワンストップで一覧でき
る金融ポータルサイト「暮らしのマネーサイト」、それ
に連動してご利用明細などをスマートフォンで確認
できる「イオンウォレット」などの便利なサービスを、
これまでに培ってきたセキュリティ対策やシステム開
発のノウハウを活かし、安全・便利に提供しています。

電子マネー事業
電子マネー「WAON」のさらなる利便性を追求
国内有数の決済額を誇るイオンの電子
マネー「WAON」の加盟店開発や精算処
理を行っています。また、商店街や自動販
売機などグループ店舗以外での導入や他
社決済サービスとの連携推進など、さらな
る利便性向上に取り組んでいます。

事務負担を軽減・コスト管理を容易化

リース事業

２０１５年に当社１００％出資によりACSリース株式会社を設立。お客さ
まの必要なものをACSリースが購入し、リースという形をとることで、
直接購入した場合に発生する税務申告、保険契約などの手続きをお客
さまに代わって行います。また、リース料は毎月一定額ですのでコスト
管理が容易となります。今後も幅広いニーズに応え、質の高いリース
サービスをめざしています。

キャッシュレス決済の普及

コンサルティング提案と充実したサポート・サービス

お客さま視点に立ったサービスの提供

リースサービスでビジネスをサポート幅広い資金ニーズにお応え

便利でお得なポイントサービス

安全・便利なインターネットサービス

Business
Domain
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機能開発本部
商品企画・開発統括部

統括部長

渡邉 幸夫

世の中のデジタル化が日々進展するなか、当社ではお客さまの利便性を
よりいっそう高めるために、イオンカードの利用明細書のWEB化とネット
決済という大きく二つの視点からデジタル化を推進しています。
スマートフォンの機能が向上し、パソコン以上に手軽なツールになったこ
とから、WEBサイト「暮らしのマネーサイト」と連動するスマートフォンアプ
リ「イオンウォレット」の提供を２０１６年１０月から開始。これにより、イオン
カードの利用明細や請求額などが、スマートフォンアプリでいつでもどこ
でも確認できるようになりました。
一方、決済面では、ネットスーパーやグループ各社のネットショッピングでの
利用はもちろん、グループ以外の提携店舗などでの利用にも対応しました。

当社では、今後もデジタルシフトに積極的に取り組んでいきます。例えば、現
在はスマートフォンアプリとWEBサイトが個別のコンテンツになっています
が、すべてのコンテンツが連動したサービス設計へと見直すとともに、使い
勝手向上のために利用明細書と一緒に郵送している同封物をより見やすく
するデジタルブック化などを行っていきます。デジタル化は、お客さまの利便
性向上だけでなく、ペーパーレス化による地球環境保全にもつながります。
また、WEB明細の利用率が高まれば、削減できた郵送費を新たなデジタ
ルサービスの充実や特典としてお客さまに還元できると考えています。さ
らに、イオンウォレットの送金機能追加や、スマートフォンアプリでのカード
発行など、お客さまがお持ちの情報デバイスを最大限活用したサービス
の提供も行っていきたいと考えています。
実験的に開始したLINEなどのSNSを活用した情報発信や、加盟店舗への
新たな情報配信サービスなどの検討をはじめ、デジタル化の範囲は幅広
く、その方向性は多岐にわたります。そのため当社は、全方位的にデジタ
ルシフトによる可能性を探り、いち早く取り入れていきます。

イオンカードのデジタルシフトで
お客さまの利便性を向上

さらなる利便性向上を追求し
全方位的なデジタルシフト化を推進

イオンカードをお申込みいただいたお客さまに、１日でも早くお届け、ご
利用いただくために、当社では従来は紙の書類で実施していたお申込
みの「タブレット化」を実現しました。情報をデータでやりとりすること
で、郵送に必要な時間を削減し、同時に紙が紛失するリスクの対策とも
なります。また、タブレットでは必須項目を入力しないと画面が遷移しな
いことから、手書きの場合に発生する記入漏れなどの不備がなくなりま
す。これにより、従来は３～４週間かかっていたカードのお届け期間を１週
間に短縮しました。これらは営業推進部門が重視する業務改革の“４S”
―シンプル・シームレス・スピーディ・セーフティ̶を実現したものです。
今後は、運転免許証や保険証といった本人確認書類をタブレットのカメ
ラで撮影、文字情報を読み取ることでお客さまの入力項目を減らし、同
時に当社業務の効率化を図っていきます。

近い将来の実現をめざして取り組んでいるのは、マイナンバーカードや
免許証などについているICチップ情報の活用です。正確なデジタル情
報を直接読み取るため、お客さまや当社での手入力でのミス、誤認など
がなくなり、受付～審査時間のスピードをさらに向上できます。また、イ
ンターフェースとしては、普及率や利便性の観点からスマートフォンを
最大限活用していきます。例えばイオンのフードコートで料理を待つ間
に、スマートフォンでマイナンバーカードから読み込んだ情報を利用し
てイオンカードをお申し込みいただくと、お食事の間に審査が完了。イ
オンカードアプリをダウンロードすれば、すぐにスマートフォンを介して
ショッピングにご利用いただけます。こうしたイオンカードをより身近に
する環境整備を検討しています。
当社は今後も、“4S”のさらなる高度な実現に向けて、デジタル化を加速
しながら、新しく便利なサービスを提供していきます。

タブレットによるお申し込みで
１週間後にはカードをお客さまのもとへ

スマートフォンを活用し
イオンカードの即時利用環境の実現へ

営業本部
営業推進部 部長

佐久川 誠

デジタル技術を積極的に採用することで
イオンカードをより身近な存在に。

営業推進部 部長に聞く“デジタル技術の可能性”

お客さまの便利さ、使いやすさを第一に
サービスのデジタルシフトを推進。

商品企画・開発統括部 統括部長に聞く“デジタルシフト” Interview 2Interview 1

情報最前線
イオンクレジットサービスの生命線である「情報」に関する
取組みをご紹介します。

特集
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当社は、銀行持株会社であるイオンフィナンシャルサービスと子会社等から成る企業集団
の一員として、コンプライアンスならびにガバナンス体制の強化のため、下記の施策を実施
し、当社における内部統制の有効性を高め、その維持・向上を図っています。

グループ一体でコーポレート・ガバナンスの充実に努め、
社会的責任を果たすことで、持続的成長を実現します。

内部統制システム

当社は、銀行持株会社であるイオンフィナンシャルサービス
の一員として、経営の基本方針および中期ビジョンを実現
し、企業価値を継続して向上させるため、取締役会および代
表取締役への諮問機関である政策検討会議において経営
課題に対する十分な討議・検証を行うことを基本としつつ、
意思決定の過程における客観性と経営全般に関するコンプ
ライアンス確保のため、経営監視機能および内部統制機能
の強化に継続的に取り組んでいます。なお、より一層のガバ
ナンス強化を図るため、社外取締役を選任しています。
また、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、お客さま
満足度向上委員会、システム管理委員会を設置し、取締役
会の委嘱の範囲内で各分野の一定の事項について検討・決
定し、取締役会宛てに報告・提言を行うことで、コーポレート・
ガバナンス体制をより一層強化する態勢を整えています。

銀行持株会社
イオンフィナンシャルサービス

フィー
ビジネス

イオン
クレジット
サービス

国内外
35の
子会社

イオン
銀行

銀行事業

海外事業

クレジット
事業

コーポレート・ガバナンス体制 （2017年4月1日現在）

代表取締役 政策検討会議

委員会

監査部業務執行部門

CSR統括部門

リスク管理委員会

コンプライアンス委員会

お客さま満足度向上委員会

システム管理委員会

本社部門
支店・営業所・事務センター

取締役会 監査役

会計監査人

株主総会

内部統制システムの整備に関する基本方針
１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(１)役職員は、社会規範や企業倫理に則った適切な判断と行動をするうえでの指針とし

てイオン株式会社（以下「イオン」という）が定める「イオン行動規範」を遵守する。
役職員が遵守すべき事項の周知を図るため、及び最新の法令改正、定款の変更に
対応するため、役職員に対し定期、随時にコンプライアンス教育を実施する。

(２)イオンフィナンシャルサービスが定める「AFSグループコンプライアンス方針」に基
づき「コンプライアンス方針」を定めて当社のコンプライアンスに対する基本的な
姿勢を明確にするとともに、「コンプライアンス規程」「コンプライアンス・マニュア
ル」を定めて役職員が遵守すべき法令、その具体的な留意点、違反を発見した場合
の対処方法などを周知する。

(３)当社のコンプライアンス態勢の整備・確立のために、「コンプライアンス委員会」を
設置し、原則として月１回開催する。
コンプライアンス委員会は「コンプライアンス委員会規程」の定めに則って、当社の
コンプライアンスに関する事項を総合的・専門的に検討・審議し、関係者に必要な
指示を与え、取締役会から委嘱を受けた事項について決議を行い、また取締役会
へ必要な報告・提言を行う。

(４)イオンフィナンシャルサービスが定めるグループの「反社会的勢力に対する基本方
針」に基づき「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力との関係を
遮断し、断固としてこれらを排除する姿勢を役職員に明示し、これを「反社会的勢力
による被害防止に関する規程」に定める。

(５)「プライバシーポリシー」を定め、当社の顧客情報の取扱いに対する基本的な姿勢
を明確にするとともに、「個人情報安全管理規程」を定めて顧客情報保護の徹底を
図る。

(６)法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として、「イオ
ン行動規範110番」の他、イオンフィナンシャルサービス及び当社が設置する内部
通報窓口を役職員に周知する。
通報内容は、法令・社内規程に則り秘密として保持し、通報者に対して不利益な取
扱いを行わない。

(７)他の業務執行部門から独立した内部監査部門を設置する。
内部監査部門は、監査役及び会計監査人と連携・協力のうえ、独立及び客観的立場
から監査を実施し、定期的に取締役会に報告する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会及び取締役の決定に関する記録については、「取締役会規則」「決裁伺い
規程」「文書管理規程」等の社内規程に則り、作成、管理、保存する。
取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(１)当社のリスク管理に関する基本的な事項を「リスク管理基本規程」に定める。

収益部門から独立したリスク管理の組織・態勢を整備し、統合的リスク管理を行う。
(２)当社の統合的リスク管理を推進するために「リスク管理委員会」を設置し、原則とし

て月１回開催する。
リスク管理委員会は、「リスク管理委員会規程」の定めに則って、当社のリスク管理
に係る事項を総合的・専門的に検討・審議し、関係者に必要な指示を与え、取締役会
から委嘱を受けた事項について決議を行い、また取締役会へ必要な報告・提言を
行う。

(３)当社の経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、または発生するおそれが
生じた場合の体制を事前に整備し、有事の際の対応を迅速に行うため「リスク・マネ
ジメント（危機管理）規程」を定め、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続の枠
組みを維持する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(１)当社の経営に係る重要事項は、業務の有効性と効率性の観点から、各種委員会、政

策検討会議の審議を経て取締役会において決定する。
(２)取締役会等での決定に基づく業務執行については、「組織規程」｢職務責任権限規

程」に基づいて権限が委譲され、各部門において効率的に遂行される態勢とする。
５．当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保
するための体制

(１)当社の内部統制を構築するとともに、グループにおける内部統制との整合性を図
り、グループ全体として業務の適正性を確保できるよう内部統制を構築する。

(２)イオンフィナンシャルサービスとの間で締結する経営管理契約に基づき、当社の営
業成績、財務状況その他の重要な情報について同社に報告を行い、また内部統制
上の重要な事項については同社との事前協議のうえ実施する。

(３)当社は、子会社に関する業務の円滑化と管理の適正化を図り、子会社を指導・育成
することを目的として「子会社管理規程」を定め、当該規程に基づき子会社に対し
て営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告を求め、また、経
営管理上及び内部統制上の重要な事項については当社の承認を得たうえで実施
することを求め、子会社の業務の適正を確保する。

(４)当社は、「内部監査規程」に基づき法令等に抵触しない範囲で子会社に対する監査
を実施することで、内部管理態勢・内部監査態勢の適切性や有効性を検証する。

(５)イオン及び同社の連結子会社・持分法適用関連会社から成る企業集団に属する各
社との間の取引は利益の相反するおそれがあることから、これら会社との取引を
行うに際しては当該取引等の必要性及びその条件が著しく不当でないことを取締
役会等において慎重に審議し意思決定を行う。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する事項
監査役監査の実効性を確保するために、「監査役監査基準」に基づき、監査役の業
務を補助する専任の使用人（補助使用人）を配置する。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
補助使用人は専ら監査役の指揮命令下で職務を遂行し、取締役その他の業務執
行組織の指揮命令は受けないものとする。また、その人事異動、人事評価、懲戒処
分等に関する事項については、常勤監査役の同意が必要なものとする。

８．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に
関する体制

(１)当社及び子会社の取締役、及び使用人並びに子会社の監査役は、当社及びグルー
プに著しい損害を及ぼす恐れのある事項については、直ちに、監査役に対してその
旨を報告する。

(２)監査役は、必要に応じて随時、取締役及び使用人にコンプライアンス、リスク管理
その他の内部統制の整備及び運用状況に関連する情報の報告を求めることがで
きる。

(３)監査役は、取締役及び使用人から子会社におけるリスク管理、コンプライアンスそ
の他の内部統制の整備および運用状況につき報告を受け、必要に応じて子会社か
らの報告を受けることができる。

(４)監査役へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対して、当該報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを行わず、またその旨を当社及び子会社の役職員に周
知する。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(１)常勤監査役は、社内の重要な会議に出席し、適宜議案審議などに必要な発言を行

うことができ、併せて会議の記録及び決裁書類等の重要な文書を常時閲覧できる
ものとする。

(２)内部監査部門は、常勤監査役に内部監査の実施状況について、適宜報告を行うと
ともに、意見・情報交換を行う等の連携体制を構築し、監査の実効性確保に資する。

(３)監査役が独自の外部専門家を監査役のため起用することを求めた場合の他、監査
役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の職務
の執行について生ずる費用の処理については、当該監査役の職務の執行に必要が
ないと当社が証明した場合を除き、当社が負担することとし、必要な予算措置のう
え、適宜処理を行う。

以上
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取締役会

当社は、リスク管理態勢の基盤強化を最優先課題とする基本方針のもと、直面するさまざ
まなリスクについて、リスクカテゴリーごとに評価し、経営体力と比較参照しながら適切に管
理することにより、経営の健全性を維持し、より確実かつ継続的な業績の達成に貢献するこ
とを目的とする統合的リスク管理を推進しています。
その推進のための体制として、取締役会の委嘱の範囲内でリスク管理について必要な決定
を行う機関としてリスク管理委員会を、リスク管理について統括する部門として法務・リスク
管理統括部を設置しています。
リスク管理委員会では、当社のリスク管理全般に関する事項について総合的な検討・審議を
行い必要な事項について取締役会に付議しています。取締役会では、定期的にリスク管理
状況の報告を受けモニタリングを行い、リスク管理にかかる重要な基本事項の審議・決定を
行う体制としています。
業務において発生するリスクを、リスクの要因別に「信用リスク」「市場リスク」「流動性リス
ク」「事務リスク」「システムリスク」「人的リスク」「有形資産リスク」「風評リスク」に分類し、リ
スクの特性に応じて管理し、毎月開催しているリスク管理委員会においては、リスクカテゴ
リー別のリスク管理所管部からリスク管理状況の報告を受け、当社のリスクの適切な把握
とモニタリング態勢を強化しています。
また、リスク管理委員会のもとに新規業務部会を設置し、リスクの低減を図っています。

リスク管理態勢当社は、コンプライアンスを「法令・諸規則、社内ルール（規程、マニュアル、通達等名称のいか
んを問わない）の他、広く社会的に要求される社会規範や企業倫理を遵守すること」と定めて
います。業務の健全性および適切性を確保し、銀行持株会社グループの一員として重大な公
共的使命と社会的責任を果たすうえで、コンプライアンス態勢の整備・確立を経営の最重要
課題の一つと位置付け、その徹底のため「コンプライアンス方針」を定めて、コンプライアンス
に対する基本的な姿勢を明確にしています。
また、当社におけるコンプライアンスの基本事項をコンプライアンス規程に定め、役職員が遵
守すべき法令や規範、その具体的な留意点、違反
を発見した場合の対処方法などを年2回の研修に
より周知しています。
一方、専門の組織としてコンプライアンス委員会
も設置しています。コンプライアンス委員会は、取
締役会におけるコンプライアンスにかかる評価・
決議等に先立ち、より専門的な見地から議論を行
い取締役会宛てに報告するとともに、コンプライ
アンスにかかる施策や問題の再発防止策等につ
いて取締役会宛てに提言する体制としています。

法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として、内部通報窓
口を設け、全従業員に周知しています。内部通報窓口では、法令違反の問題はもとより、日
常業務の問題まで各職場での解決が困難な場合に相談として取り上げ、事実調査と対応･
改善解決策を講じています。通報･相談内容は、「行動規範推進責任者」が事実関係を調査
し、経営層に報告することとしています。

法令等を遵守し適切なリスク管理態勢を整備するうえで、内部監査態勢の構築が必要不
可欠との認識のもと、イオンフィナンシャルサービスの内部監査基本方針に基づき、内部
監査規程および実施要領を定め、内部監査を実施しています。
内部監査部門は、当社における経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正
かつ独立的立場で検討・評価し、問題解決のための助言や是正の勧告および改善の促進
を行っています。また、内部監査の有効性・効率性の観点から定期的に、および必要に応じ
て監査役・外部監査人との意見・情報交換を行っています。
内部監査に加え、コンプライアンス態勢の整備状態をチェックし、指導することを目的とし
て、コンプライアンス部門による臨店指導を行っています。

コンプライアンス態勢

■内部通報窓口の設置

■内部監査実施状況

年2回行われるコンプライアンス研修

リスク管理体制 （2017年4月1日現在）

リスク管理委員会

分野別リスク管理

コンプライアンス委員会

法務コンプライアンスリスク

新規業務部会

信用
リスク

市場
リスク

流動性
リスク

統合的リスク管理

事務
リスク

システム
リスク

人的
リスク

風評
リスク

有形資産
リスク

オペレーショナルリスク管理
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ダイバーシティ
ライフ
スタイル

文化

宗教 価値観

性別

LGBT

国籍

アジア地域において積極的な事業展開を支える人材を輩出するためのセミナーを２０１６年
開催しました。海外事業に対する理解や海外勤務で求められる能力と心構え、グローバル
マインドセット、商習慣、現地法人のマネジメント等について、集合研修を実施しました。

グローバル人材の
育成

誰もが働きやすい職場環境作りに向けて、２０１６年１０月に新しい人事制度を導入いたし
ました。従業員一人ひとりのさまざまな志向や特性を尊重し、その能力を最大限に発揮で
きる環境づくりのため、『勤務地を選択できる制度』『理由いかんにかかわらず通常の社員
より短い勤務時間で働くことができる制度（誰でも時短制度）』『リ・エントリー制度』など
の制度を導入。実際に利用者も多く出ており、ダイバーシティの実現に向け、着実に環境
改善が図れております。
こうした取り組みを通じ、管理職への女性登用を積極的に推進していくことで、２０２０年を
目途に管理職の女性比率５０％をめざしています。

「教育こそ最大の福祉」というイオングループ理念に基づき人材育成に力を入れています。
新卒採用では、業務の枠にとらわれず、お客さまのさまざまなニーズにお応えする「金融の
プロ」として活躍できる人材を採用・育成するため、イオンクレジットサービス、イオン銀行、
イオン保険サービス、イオンプロダクトファイナンス４社の合同採用を実施しています。
また、入社後はイオンの理念、イオン行動規範の研修から始まり、個々の資質に応じた能力
向上研修を行い、お客さまに信頼される存在へと成長していく研修を実施しています。「自
己啓発」については積極的に支援し、スキルや知識、モチベーションの向上を目的とし業務
に必要な資格の取得を推奨するとともに、イオングループ共通の自己啓発に関する通信
教育なども並行して受講することを推奨しています。資格の取得および通信教育講座修
了者には助成金を支給しています。
イオン銀行ATMやWAONに関するお問
い合わせに対し、スムーズに対応する実務
スキルを身に付ける場としてトレーニング
スタジオを利用し、全国４カ所で研修を実
施しています。ここでは、実際の機器を操
作しながら、さまざまなお問い合わせにお
応えする実践的な研修を行っています。

イオンクレジットサービスが、職場においてお互いを尊重し合い、不安やストレスを感じるこ
となく働ける企業であるために、年に１度、全従業員を対象とした「人権研修」を実施していま
す。この研修は、さまざまな人権問題に関する基礎知識を習得し、従業員一人ひとりが企業
と個人のあり方を考える貴重な機会となっています。
また、職場で困ったとき「道徳、モラル、あるいは、色々なルールに反しているのではないか」
と感じたときは、相談・苦情窓口を社内に設置し、相談にあたっては、相談者が不利益を被ら
ないよう内部規則で相談者の保護を規定しています。
さらに、従業員が安心して仕事と家庭を両立し、継続的に働ける環境づくりのため福利厚生
制度の充実に努め、設備の整った寮・社宅の提供のほか、結婚や出産等のライフイベントに
おける祝金･見舞金等の各種給付金制度を設けています。

多様な人材が活き活きと働ける
企業文化を醸成しています。

人材育成への
取り組み

新入社員を対象とした研修

働きやすい
職場づくりのために

お客さまからお預かりした情報を適切に管理していくためには、それを取り扱う従業員一人
ひとりが正しい知識を身に付けるとともに高い意識を持ち続けることが大切です。また、常
に新しいリスクが発生する情報セキュリティにおいては、最新の脅威に対応できるよう継続
的に教育研修を実施することが必要であると考えています。
当社では、毎年２回、全従業員を対象に個人情報保護に関する研修を実施しています。この
研修では、法改正、情報セキュリティや情報漏えいの脅威に関する最新の動向を紹介すると
ともに、業務中における個人情報取り扱いルールの読み合わせや理解度テストを行っていま
す。２０１６年度は、標的型攻撃メールについて、教育を実施し全従業員が業務に密接した教
育を心掛けています。
さらに入社時においても、情報管理への高い意識を持ってから初仕事に臨めるよう、同じ内
容の研修を入社時に実施するとともに守秘義務に関する誓約書を取得しています。

情報セキュリティに
関する人材教育

ダイバーシティの
推進

CSR活動1

人へ
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植樹活動 
イオングループでは、環境保全活動の取り
組みとして植樹活動を行っており、当社もそ
の一員として、２０１６年度は国内では北海道
厚真町と宮城県亘理町の２ヶ所、海外では
ミャンマーのヤンゴン植樹に参加しました。
ヤンゴンでの植樹は、活動の趣旨にご賛同
いただいたお取引先さまにもご参加いただ
きました。

クリーン＆グリーン活動
イオングループでは毎月１１日を「イオン・
デー」として環境社会貢献活動を行う日と定
めており、その一環として事業所周辺のゴミ
拾いなどの清掃活動を行うクリーン＆グリー
ン活動に取り組んでいます。また、札幌地区
では１０月のイオン・デーを拡大イオン・デー
とし、札幌地区のイオングループの従業員と
合同で大通公園の清掃活動を行いました。

ISO１４００１（環境マネジメントシステム）の認証と環境負荷の削減
事業活動が環境に与える影響を考慮し、環境への取り組みを計画的に管理・推進するた
め、ISO１４００１の認証を取得しています。当社では「業務効率改善による環境負荷の削
減」を環境目標とし、店頭でのクレジットカード申込みにおけるタブレット端末での受付、
ご請求明細書を郵送からインターネットでの閲覧に変更いただく「Web明細（環境宣
言）」などお客さまとともに紙の削減に取り組みました。とくにWeb明細を推進すること
で、紙だけでなく郵送時に排出されるCO2の削減にもつながり、多くのお客さまのご協力
により、２０１６年度は年間で1,288トンのCO2を削減できました。その他クールビズ・
ウォームビズの推進、社用車のハイブリッドカーへの切替えなど環境負荷の削減に取り
組んでいます。

次代を担う青少年の健全な育成
小中学生向けの環境に関する体験学習の機会や、日本と海外の高校生が環境や社会貢
献をテーマにしたディスカッション、互いの国への訪問・ホームステイを通じて多様性や文
化の違いを学ぶ機会を、公益財団法人イオンワンパーセントクラブへの寄付を通じて支
援しています。

ミャンマー ヤンゴンでの植樹活動

２０１6年度の
主な取り組み

各地の事業所では、地域の社会福祉施設とクリスマスや新年会への参加、バザーや祭りの
手伝いなどで交流を続けています。２０１６年度は全国４３ヶ所の社会福祉施設で１１６名の
従業員が交流を深めました。また、東北の従業員が「秋田竿灯まつり」、「盛岡さんさ踊り」、

「山形花笠まつり」、「青森ねぶた祭」に参加し、地域との結びつきを強めています。 

平成２８年熊本地震の緊急支援募金や、２４時間テレビ「愛は地球を救う」チャリティー募
金、障がい者を支援する「アジア障がい者支援募金」や「障がい者ものづくり応援募金」な
どさまざまな募金活動に取り組みました。これらの募金活動は従業員だけでなく暮らしの
マネーサイトでときめきポイントおよびクレジットカード決済での募金も受付し、たくさん
のお客さまにご協力いただきました。また、暮らしのマネーサイトでは、年間を通じて「日
本点字図書館」、「国土緑化推進機構」、「ＷＷＦジャパン」へのときめきポイントでの寄付を
受付しています。

地域との交流

募金活動

よき企業市民として
地域社会の発展に貢献しています。

事業活動と環境保全への取り組みを
両立させています。

熊本地震緊急支援活動
４月１４日夜および４月１６日未明に発生した
平成２８年熊本地震の際には、当社従業員
が現地へ応援に入り、相談カウンターを設
置してお客さまからのご相談を承りました。
また、移動ATM車を派遣し、イオンモール
熊本の駐車場にて稼働いたしました。同時
に、イオングループ全体での支援募金に参
画し、被災地の自治体に寄付いたしました。

東日本大震災復興支援活動
東日本大震災から５年が経過し、イオングループでは活動のテーマを「にぎわい東北―つ
なげよう、ふるさとのチカラ」とし、地域の未来をともに創ることを目的に取り組みました。
当社からは、「東北復興 ふるさとの森づくり」植樹活動として宮城県亘理町での植樹祭と、
福島県南相馬市、宮城県七ヶ浜町での現地ボランティア活動に参加いたしました。
当社独自の活動として、不要になった本やCDを売却した金額をNPO法人遠野まごころ
ネットに寄付し、被災児の奨学金として役立てていただく「BOOK募金」に取り組み、１,６４２
名の従業員が参加しました。集まった金額は、遠野まごころネット主催のクリスマスイベン
トで贈呈式を行い目録をお渡しいたしました。また、被災した方が手縫いで作るぞうきん
の材料となるタオルや刺繍糸を集めて支援する「復興ぞうきんプロジェクト」に取り組み、
１,５３８名の従業員が参加しました。

震災復興支援

クリーン＆グリーン活動の様子

イオンモール熊本で稼働する移動ATM車

CSR活動2

社会へ
CSR活動3

環境へ
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ライフ
スタイル

文化

宗教価値観

性別

LGBT

国籍

アジア地域において積極的な事業展開を支える人材を輩出するためのセミナーを２０１６年
開催しました。海外事業に対する理解や海外勤務で求められる能力と心構え、グローバル
マインドセット、商習慣、現地法人のマネジメント等について、集合研修を実施しました。

グローバル人材の
育成

誰もが働きやすい職場環境作りに向けて、２０１６年１０月に新しい人事制度を導入いたし
ました。従業員一人ひとりのさまざまな志向や特性を尊重し、その能力を最大限に発揮で
きる環境づくりのため、『勤務地を選択できる制度』『理由いかんにかかわらず通常の社員
より短い勤務時間で働くことができる制度（誰でも時短制度）』『リ・エントリー制度』など
の制度を導入。実際に利用者も多く出ており、ダイバーシティの実現に向け、着実に環境
改善が図れております。
こうした取り組みを通じ、管理職への女性登用を積極的に推進していくことで、２０２０年を
目途に管理職の女性比率５０％をめざしています。

「教育こそ最大の福祉」というイオングループ理念に基づき人材育成に力を入れています。
新卒採用では、業務の枠にとらわれず、お客さまのさまざまなニーズにお応えする「金融の
プロ」として活躍できる人材を採用・育成するため、イオンクレジットサービス、イオン銀行、
イオン保険サービス、イオンプロダクトファイナンス４社の合同採用を実施しています。
また、入社後はイオンの理念、イオン行動規範の研修から始まり、個々の資質に応じた能力
向上研修を行い、お客さまに信頼される存在へと成長していく研修を実施しています。「自
己啓発」については積極的に支援し、スキルや知識、モチベーションの向上を目的とし業務
に必要な資格の取得を推奨するとともに、イオングループ共通の自己啓発に関する通信
教育なども並行して受講することを推奨しています。資格の取得および通信教育講座修
了者には助成金を支給しています。
イオン銀行ATMやWAONに関するお問
い合わせに対し、スムーズに対応する実務
スキルを身に付ける場としてトレーニング
スタジオを利用し、全国４カ所で研修を実
施しています。ここでは、実際の機器を操
作しながら、さまざまなお問い合わせにお
応えする実践的な研修を行っています。

イオンクレジットサービスが、職場においてお互いを尊重し合い、不安やストレスを感じるこ
となく働ける企業であるために、年に１度、全従業員を対象とした「人権研修」を実施していま
す。この研修は、さまざまな人権問題に関する基礎知識を習得し、従業員一人ひとりが企業
と個人のあり方を考える貴重な機会となっています。
また、職場で困ったとき「道徳、モラル、あるいは、色々なルールに反しているのではないか」
と感じたときは、相談・苦情窓口を社内に設置し、相談にあたっては、相談者が不利益を被ら
ないよう内部規則で相談者の保護を規定しています。
さらに、従業員が安心して仕事と家庭を両立し、継続的に働ける環境づくりのため福利厚生
制度の充実に努め、設備の整った寮・社宅の提供のほか、結婚や出産等のライフイベントに
おける祝金･見舞金等の各種給付金制度を設けています。

多様な人材が活き活きと働ける
企業文化を醸成しています。

人材育成への
取り組み

新入社員を対象とした研修

働きやすい
職場づくりのために

お客さまからお預かりした情報を適切に管理していくためには、それを取り扱う従業員一人
ひとりが正しい知識を身に付けるとともに高い意識を持ち続けることが大切です。また、常
に新しいリスクが発生する情報セキュリティにおいては、最新の脅威に対応できるよう継続
的に教育研修を実施することが必要であると考えています。
当社では、毎年２回、全従業員を対象に個人情報保護に関する研修を実施しています。この
研修では、法改正、情報セキュリティや情報漏えいの脅威に関する最新の動向を紹介すると
ともに、業務中における個人情報取り扱いルールの読み合わせや理解度テストを行っていま
す。２０１６年度は、標的型攻撃メールについて、教育を実施し全従業員が業務に密接した教
育を心掛けています。
さらに入社時においても、情報管理への高い意識を持ってから初仕事に臨めるよう、同じ内
容の研修を入社時に実施するとともに守秘義務に関する誓約書を取得しています。

情報セキュリティに
関する人材教育

ダイバーシティの
推進
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12 11イオンクレジットサービス株式会社　CSRレポート2017 イオンクレジットサービス株式会社　CSRレポート2017

CRE
DIT

消費者の皆さま、そして企業や店舗のお客さまが求める
「安全・安心、便利でお得な金融サービス」を提供していきます。

長年培った確かな審査ノウハウを提供

信用保証事業

クレジットカード事業で培った審査ノウハウを活かし、イオン銀行のクレ
ジットカード・カードローン・無担保ローンの保証業務を受託していま
す。質の高い信用保証サービスを通じて、お客さまの資金ニーズに迅
速にお応えしています。

新サービス「WAON POINT」を拡大中

ポイント事業

イオンでは「お客さま」「家族」「地域社会」とつなが
る新たな共通ポイントサービスとして、2016年6
月にWAON POINTサービスがスタート。当社で
はWAON POINTのプロセッシング業務を行って
おります。

さまざまなサービスで加盟店を支援

アクワイアリング事業

精度の高いデータに基づく提案や多様な
ツールの提供、２４時間年中無休のヘルプ
デスク設置など、多方面から加盟店を支援
し、キャッシュレス決済の普及に向けて利用
場所の拡大に取り組んでいます。

カードにかかわる事業をトータルに提供

カード事業

クレジットカードの申込受付から、審査、
カード発行、管理業務、請求書発行、お客
さま対応などの事務処理業務をトータル
に手掛けています。また、お客さまの�安
全・安心�のため、日々お客さま対応品質と
情報管理態勢の向上に努めています。

高いセキュリティで守られたネットサービスを提供

ネット事業

さまざまな金融サービスをワンストップで一覧でき
る金融ポータルサイト「暮らしのマネーサイト」、それ
に連動してご利用明細などをスマートフォンで確認
できる「イオンウォレット」などの便利なサービスを、
これまでに培ってきたセキュリティ対策やシステム開
発のノウハウを活かし、安全・便利に提供しています。

電子マネー事業
電子マネー「WAON」のさらなる利便性を追求
国内有数の決済額を誇るイオンの電子
マネー「WAON」の加盟店開発や精算処
理を行っています。また、商店街や自動販
売機などグループ店舗以外での導入や他
社決済サービスとの連携推進など、さらな
る利便性向上に取り組んでいます。

事務負担を軽減・コスト管理を容易化

リース事業

２０１５年に当社１００％出資によりACSリース株式会社を設立。お客さ
まの必要なものをACSリースが購入し、リースという形をとることで、
直接購入した場合に発生する税務申告、保険契約などの手続きをお客
さまに代わって行います。また、リース料は毎月一定額ですのでコスト
管理が容易となります。今後も幅広いニーズに応え、質の高いリース
サービスをめざしています。

キャッシュレス決済の普及

コンサルティング提案と充実したサポート・サービス

お客さま視点に立ったサービスの提供

リースサービスでビジネスをサポート 幅広い資金ニーズにお応え

便利でお得なポイントサービス

安全・便利なインターネットサービス

Business
Domain
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イオンクレジットサービス株式会社
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目22番地 テラススクエア11階
電話　03-5281-2030（代表）
URL　http://www.aeoncredit.co.jp/acs
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