
 

CSR 認定制度 第２期 20 社を認定 
 

 

全日本印刷工業組合連合会（以下、全印工連）は、本年９月 26 日の CSR 認定委員会に

おいて、第２期となる 20 社をワンスター認定企業として認定した。これにより、本年６月

からスタートした CSR 認定制度の CSR 認定企業は計 60 社（次頁参照）になった。 

全印工連では、会員企業の CSR 推進の普及啓発の一環として今年度より認定制度をスタ

ート。第２期は５月〜７月の応募期間に 21 社が申請し、20 社が審査機関である横浜市立

大学 CSR センター（影山摩子弥センター長）の審査を通過し、外部の有識者で構成される

認定委員会において認定された。 

同制度は全印工連 CSR 推進専門委員会（池田幸寛委員長）が横浜市立大 CSR センターと

共同で制度設計を担当した。従業員数 20名以下の企業が 75％を占める全印工連において、

小規模企業にも取り組みやすいように、CSR を体系的にまとめたガイドラインに基づいて

申請のためのチェックリストを策定。ガイドラインでは中小印刷業の特質を踏まえ、①コ

ンプライアンス、②環境、③情報セキュリティ、④品質、⑤雇用・労働安全、⑥財務・業

績、⑦社会貢献・地域指向、⑧情報開示・コミュニケーションという８つの領域に分けて、

各項目において必要とされる取り組みをチェックリスト形式で列挙している。 

 全印工連では、年４回認定募集を行い、現在は第３期（平成 25 年 12 月認定）の応募申

込みを受け付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合先】 

全日本印刷工業組合連合会  〒104-0041 東京都中央区新富 1-16-8 日本印刷会館４階 

TEL 03-3552-4571  FAX 03-3552-7727  E-mail  csr@aj-pia.or.jp 

全印工連 CSR 認定制度とは･･･ 

CSR（企業の社会的責任）の重要性が叫ばれる中、取り組みが 

難しいとされる中小企業でも、自ら襟を正し、顧客、社員、金融 

機関、地域社会等のステークホルダー（利害関係者）から信頼さ 

れる企業になるべく努力すべきとの認識から、2010 年に青年部 

組織である全国青年印刷人協議会（全青協）で調査・研究事業を 

開始、2013 年度より認定制度としてスタートした。 

CSR 認定企業は、自社の名刺、会社案内、ホームページに CSR 

マーク（右図参照）を表示できるほか、顧客の印刷製品にも CSR 

マークを表示して CSR に取り組む印刷会社が製作した印刷製品で 

あることをアピールすることができる。 

 

審査機関：横浜市立大学 CSR センター 

認定委員：広告、紙卸、メーカー、シンクタンク、地域貢献認定 

企業経営者など外部の CSR の専門家、経済産業省（オ 

ブザーバー）等で認定委員会を構成し、横浜市立大学 

CSR センターの審査報告をもとに認定を行う。 

 
ﾜﾝｽﾀｰ認定ﾏｰｸ 

 

 
ﾂｰｽﾀｰ認定ﾏｰｸ 

 

 
ｽﾘｰｽﾀｰ認定ﾏｰｸ 

http://www.aj-pia.or.jp/csr/main.html
mailto:csr@aj-pia.or.jp


■ CSR 認定企業（平成 25 年 10 月現在）          ★印は第２期 CSR 認定企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    企業名 所在地 

北海道 

 
㈱正文舎  札幌市白石区菊水２条１丁目４番 27 号 

 
㈱アイテックサプライ  札幌市東区北 10 条東２丁目 13 番 18 号 

 
北陽ビジネスフォーム㈱  札幌市東区伏古８条２丁目 2-21 

 
㈱ヒロミ産業  札幌市西区発寒 14 条２丁目 2-21 

 
㈱プリプレスセンター  札幌市中央区南２条西 10 丁目 5-3 

 
中村印刷㈱  旭川市 10 条通 23 丁目 1-10 

★ 植平印刷㈱ 旭川市９条通７丁目左２号 

宮 城  
㈱東北プリント  仙台市青葉区立町 24-24 

  ㈱ユーメディア  仙台市若葉区六丁の目西町６番５号 

秋 田   秋田印刷製本㈱  秋田市御所野湯本 2-1-9 

福 島 
 

㈱日進堂印刷所  福島市庄野字柿場 1-1 

埼 玉 ★ 望月印刷㈱  さいたま市中央区円阿弥５丁目 8 番 36 号 

千 葉  
㈱太陽堂印刷所  千葉市中央区末広 1-4-27 

★ ㈱総合印刷新報社  船橋市高瀬町 32 番地 

神奈川 
 
㈱協進印刷  横浜市神奈川区大口仲町 108 番地 

 
㈱大川印刷  横浜市戸塚区上矢部町 2053 

★ 関東プリンテック㈱  横浜市金沢区福浦 1-12-10 

新 潟 

 
㈱第一印刷所  新潟市中央区和合町 2-4-18 

★ ㈱プレスメディア  新潟市江南区曙町３丁目２番 20 号 

★ ㈱太陽印刷所  新潟市江南区曙町 4-12-1 

★ ㈱第一製品流通  新潟市江南区曙町３丁目６番 25 号 

★ ㈱あけぼの  新潟市江南区曙町 4-8-3 

長 野   亜細亜印刷㈱  長野市大字三輪荒屋 1154 

静 岡 
 
㈱きうちいんさつ  富士宮市舞々木町 70 

★ 日本レーベル印刷㈱  静岡市駿河区国吉田３丁目１番１号 

★ 杉山メディアサポート㈱  浜松市東区丸塚町 196-1 

東 京 

 
㈱金羊社  大田区鵜の木２丁目 8-4 

 
池田印刷㈱  品川区西五反田 6-5-34 

 
㈱賢工製版  品川区東品川 5-6-15 

 
㈱白橋  中央区八丁堀 4-4-1 

 
六三グループ  江東区潮見 2-4-18 

 
大同印刷㈱  江東区福住１丁目 9-7 

 
文唱堂印刷㈱  荒川区町屋 8-22-10 

 
㈱ウエマツ  豊島区南長崎 3-34-13 

★ 水上印刷㈱  新宿区西新宿 5-14-3 

  システム印刷㈱  日野市高幡 1012-13 

 

http://www.syoubunsya.co.jp/
http://www.itc-s.jp/
http://www.hokuyou-bf.co.jp/
http://www.hiromisangyo.jp/
http://www.pripress.co.jp/
http://www.n-mark.co.jp/
http://www.tohokuprint.co.jp/
http://www.u-media.jp/
http://www.akitainsatu.co.jp/
http://www.nisshindo.co.jp/
http://www.avenue.co.jp/
http://www.taiyodoprinting.co.jp/
http://www.shinposha.co.jp/
http://www.kyoshin-print.co.jp/
http://www.ohkawa-inc.co.jp/
http://www.kantop.co.jp/
http://www.dip.co.jp/
http://www.pressmedia.co.jp/
http://www.taiyouprint.co.jp/
http://dsrnews.jp/
http://www.akebono-bb.co.jp/
http://www.asia-p.co.jp/
http://kiuchi-prt.co.jp/
http://www.label.co.jp/
http://www.sugi-p.co.jp/
http://www.kinyosha.co.jp/
http://www.ikeda-print.co.jp/
http://www.ken-ko.jp/
http://www.shirahashi.co.jp/
http://www.mut.co.jp/
http://www.ddpr.co.jp/
http://www.b-p.co.jp/bunshodo/
http://www.uematsu-p.com/
http://www.mic-p.com/
http://www.system-print.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 第２期 20 社「CSR 取り組み項目チェックリスト」の取り組み項目 

第２期 20 社において、「CSR 取り組み項目チェックリスト」（全印工連ホームページ公開

中）の８分野の CSR 項目のうち取り組みの多かった項目は、次のとおりである。 

 

① コンプライアンス 

「(1.1) 法令遵守」、「(1.2) 納税している（税金の未納がない）」、「(1.3) 過去３年以

内に法規制などにより行政処分を受けた実績がない」の必須３項目では、20 社すべての企

業で取り組んでおり、続いて「(1.5)法務に関する窓口がある」、「(1.6) その他注目すべき

取組み」がともに４社であった。 

 

② 環境 

「(2.2) ISO14001 を取得している」及び「(2.10) その他注目すべき取組み」がともに

14 社と最も多く、続いて「(2.8)地域の環境活動に参加している」が 12 社、「（2.4)GP 認定

以外の印刷業向けの認証や認定を取得している」が９社、「（2.5) 環境配慮製品の製造また

は販売を推進している）が７社、「(2.6)環境関連の表彰を受けたことがある」が５社、

愛 知 

 新日本印刷㈱ 名古屋市天白区中砂町 496 

 ㈱マルワ 名古屋市天白区平針 4-211 

 ㈱二和印刷紙業 名古屋市北区五反田町 248 

★ 木野瀬印刷㈱ 春日井市西本町 3-235 

★ プリ・テック㈱ 西尾市緑町１丁目 24 番地 

★ 半田中央印刷㈱ 半田市潮干町１番地 21 

岐 阜  
㈱岐阜文芸社  岐阜市三輪ぷりんとぴあ 13 番地１ 

★ トーヨー印刷㈱  多治見市根本町 12-144 

富 山  
第一共同印刷㈱  富山市太郎丸西町 2-6-11 

  朝日印刷㈱  富山市大手町 3-9 

滋 賀 
 
アインズ㈱  蒲生郡竜王町鏡 2291 番地３ 

京 都 ★ ㈱太洋堂  京都市右京区西院上花田町４ 

大 阪   ㈱ダイム  吹田市江坂町 2-6-5 

兵 庫 
 
交友印刷㈱  神戸市中央区港島南町５丁目 4-5 

 
船場印刷㈱  姫路市定元町４番地の２ 

  丸山印刷㈱  高砂市神爪 1-11-33 

奈 良 
 
㈱天理時報社  天理市稲葉町 80 番地 

★ ㈱アイプリコム  磯城郡田原本町千代 360-1 

★ 共同精版印刷㈱  奈良市三条大路２丁目２番６号 

和歌山   ㈱和歌山印刷所  和歌山市狐島 609-9 

岡 山 
★ 研精堂印刷㈱  岡山市北区高柳東町 10-30 

★ 広和印刷㈱  岡山市南区豊成３丁目 18 番７号 

広 島   朝日精版印刷㈱  広島市西区商工ｾﾝﾀｰ７丁目 5-52 

香 川   ㈱ミヤプロ  高松市朝日新町 16-19 

※都道府県内は順不同 

  

https://www.s-pri.co.jp/
http://www.maruwanet.co.jp/
http://www.futawa.co.jp/
http://www.kinose.co.jp/
http://www.pritech.co.jp/
http://www.handa-cp.co.jp/
http://www.bungeisya.co.jp/
http://www.pritech.jp/toyo/
http://1press.co.jp/
http://www.asahi-pp.co.jp/
http://www.shiga-web.or.jp/eins/
http://www.love.co.jp/
http://daimu.co.jp/
http://www.koyu-p.com/
http://www.senba-p.co.jp/
http://www.maruyama-p.co.jp/
http://www.jihosha.co.jp/
http://www.aipricom.co.jp/
http://www.kspkk.co.jp/index.html
http://www.wa-in.co.jp/
http://www.kenseido.co.jp/
http://www.kwp.co.jp/
http://asgroup.co.jp/
http://www.miyapro.co.jp/


「「(2.1) ＧＰ認定を取得している」が３社と続いた。 

 

③ 情報セキュリティ 

「(3.1) Ｐマーク、ISMS 等の認証を取得している」が 23 社と最も多く、続いて「(3.5)

コンピュータネットワーク等に関して特別な管理をしている」が 15 社、「(3.6) 情報セキ

ュリティに関する窓口がある」及び「(3.7) 守秘義務規程、機密保持規定がある」がとも

に 14 社、「(3.4) 厳重な文書管理が見られる」が 12 社、「(3.9) その他注目すべき取組み」

が６社と続いた。 

 

④ 品質 

「 (4.1) 関連の認証や認定を取得している（ISO9001 等）」が 12 社と最も多く、続いて

「(4.5) QC、TQC 活動を行っている」が 11 社、「(4.7) その他注目すべき取組み」が 10 社、

「 (4.4) 障害者対応の製品・サービスを行っている」が８社、「(4.2) 高齢者対応の製品・

サービスを行っている」が５社、「 (4.6) 品質関連表彰を受けたことがある」が３社と続

いた。 

 

⑤ 雇用・労働安全 

「(5.5) 介護支援制度がある」が 18 社と最も多く、続いて「(5.3) 20 年存立」、「(5.6) 

出産育児支援制度がある」、「(5.19) 過去３年間、会社都合による退職がない」がそれぞれ

17 社、「(5.4) 人事評価制度を文書化している」及び「(5.14) 窓口に専門職を置いている、

もしくは外部専門家（社保士、社労士等）と契約している。」がともに 13 社、「(5.20) 就

業規則等の規程類が定期的に見直されている」が 12 社と続いた。 

 

⑥ 財務・業績 

「(6.6) 発生主義月次決算をしている」が 19 社と最も多く、続いて「(6.10) 受注販売

管理システム（MIS 等）を導入している」が 14 社、「(6.5) 毎期予算を作成している」が

12 社、「(6.3) ３期連続黒字である」が 10 社、「(6.8)管理職が収支状況を把握している」

が９社、「(6.7) 外部専門家（財務コンサルタント等）と契約している」が８社、「(6.4) 出

納担当者と帳簿作成担当者を分離している」が４社と続いた。 

 

⑦ 社会貢献・地域志向 

「(7.7) 地域に寄付をしている」が 17 社と最も多く、続いて「(7.3)製品・サービスに

おいて地域を意識している」、「(7.9) 会社見学、工場見学を積極的に受け入れている」が

12 社、「(7.10) インターンシップを受け入れている」が 11 社、「(7.2)関連の表彰を受け

たことがある」、「(7.6) 会社としてボランティア活動をしている」、「(7.8)文化事業等を支

援・推進している」がそれぞれ 10 社、「(7.4)顧客・取引先を地域から選択」が７社と続い

た。 

 

⑧ 情報開示・コミュニケーション 

「(8.8) 情報開示を積極的に行っている。」が 16 社と最も多く、続いて「(8.3) 顧客対

応専門の窓口を設置している」及び「(8.6) 外部委託先の評価をしている」がともに 12

社、「(8.4) 顧客対応専門の担当者を配置している」及び「(8.5)ステークホルダーの自社

に対する評価を調査している」が 11 社、「(8.7)顧客対応教育・訓練を行っている」及び

「(8.10) その他注目すべき取組み」がともに８社と続いた。 

 



■ CSR 認定証の発行及び CSR マークの使用許諾 

全印工連では、CSR 認定登録後、CSR 認定企業      ワンスター認定証 

に CSR 認定の証書として認定証（右図参照）を 

発行しています。 

自社の CSR への取り組みが客観的な評価により 

認定されることで、社員の自覚や自信、成長に 

つながり、企業の社会的責任を果たす CSR 認定 

企業として、自信をもって地域社会に貢献する 

ことができます。認定証の記載事項は、次のと 

おりです。 

 

〔CSR 認定証の記載事項〕 

・事業者名   ： 認定事業者名 

・所在地    ： 認定事業者の所在地 

・認定登録   ： 認定事業者の認定区分 

・認定番号   ： 認定登録番号 

・認定日    ： 認定委員会開催日 

・認定有効期限 ： 認定事業者の認定有効期限 

 

また、CSR 認定企業には、CSR マークのイラストレータデータが付与されるため、CSR 認

定企業は自社の名刺、会社案内、ホームページ等に表示するなど、CSR に取り組む印刷会

社であることをアピールすることができます。（CSR マークは、認定企業以外の企業の不正

使用を防止するため、認定企業はマークの下に「Ｐ－０００００」と表示し、「０」の部分

に認定企業の認定番号を表示することできます。） 

なお、CSR マークは、CSR の意識が高い印刷発注者から印刷製品へのマーク表示を求め

られた場合も、マークの下または右に印刷物のエンドユーザーがわかるように「この印刷

物は、ＣＳＲに取り組む印刷会社が製作した印刷物です。」の文書を併記することにより表

示することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜自社の名刺等に表示する場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

P-00000 

＜顧客の印刷製品に表示する場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 
 

P-00000 
 

この印刷物は、ＣＳＲ 

に取り組む印刷会社が 

製作した印刷物です。 

  


