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編集方針

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー（以下「SOLTY」）は、

ISO14001:2015(JISQ14001:2015)に準拠した環境マネジメントシステム

(EMS:Environmental Management System)を通して、SDGsが目指すより

よい未来の実現に向けて、地球環境にやさしい事業活動を積極的に推進する

ことに努めております。

本報告書は、SOLTYの環境活動に対する考え方、取り組みをわかりやすく

紹介し、ステークホルダーの皆さまのご理解を深めることを目的としています。
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報告対象範囲

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー 本社事業所

（ISO14001:2015の認証範囲）

目標実績及び効果算定報告対象期間

2021年4月1日～2022年3月31日

会社概要

商 号 株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー

本社所在地 東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

設 立 1995年11月

資 本 金 8,000万円

100名（2022年3月31日現在）

SaaS 型サービス

IT コンサルティング

システムソリューションサービス

ソフトウェアプ ロダクトの研究開発
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トップメッセージ

ソリューションビジネスの創造を通じて

サステナブルな社会の実現に貢献します

2015年に国連で採択された持続可能な開発目標は、世界各国の政府や
企業をはじめとする様々な団体による積極的な取り組みにより、脱炭素
や再生可能エネルギーへの転換、ＥＶ市場の急拡大などビジネスのパラ
ダイムシフトを引き起こすほか、新たなイノベーションを生むきっかけ
をもたらしています。

SOLTYの"ソリューションビジネスを創造し、広く情報社会の発展に貢
献する"理念に基づき、様々な商品、サービスを生み出すことが、持続可
能な社会の実現に貢献すると考えています。「ワークエンゲージメント
の向上」、「デジタル技術によるサステナブルな社会の実現」、「透明
性の高いガバナンスへの貢献」を当社のサステナビリティ活動の目標と
し、事業活動を通して広く社会に貢献し続けてまいります。

代表取締役社長 中山 桂智

環境方針

■環境理念

当社は情報システムに関するソリューションプロバイダーとして、限りある資源を
有効活用することにより環境的に持続可能な社会の実現に寄与することが当社の果
たすべき重要課題であると認識し、事業活動を通じて環境への負荷軽減に努め社会
に貢献します。

■環境方針

当社は、以下の原則に則りICTを活用したソリューションサービスの提供を通じて

、持続可能な社会の発展とより良い地球環境づくりに貢献することを目指し、活動
の推進に努めます。

1. 環境マネジメントシステムの継続的な改善を行うとともに当社方針を文書
化し、当社で働く、又は当社のために働くすべての人に周知徹底し、従業
員一人一人の環境に対する意識向上に努めます。また文書化した当方針は
社外へ公表します。

2. 環境管理の組織・運営体制を整備して責任の所在を明確にし、常に最新の
環境規範の整備に努めます。

3. 事業の推進にあたり、関連する法的要求事項及びその他の要求事項を遵守
して、汚染の予防に努めます。

4. 事業活動における環境負荷を低減させるために、以下の重点テーマに対し
て毎年定期的に見直しを行い、可能な限り定量的な環境目的・目標を設定
することにより、継続的な改善に取り組みます。
（1）お客様に満足いただける品質と環境に配慮した製品及びサービスの

開発を進めます
（2）天然資源、エネルギーの有効利用を図ります
（3）産業廃棄物の最小化を目指し、リデュース（ゴミの削減）・リユース

（再利用）・リサイクル（再資源化）の3Rを促進します

制定日：2004年11月30日
最終改定日：2018年4月1日

株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー
代表取締役社長 中山 桂智
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サステナビリティの推進に向けて

■CSR活動の拡大

SOLTYは、2005年度を初年度として
ISO14001の要求事項に準拠した環境マネジメ
ントシステムの構築を実施し、2006年3月に
ISO14001の登録認証を取得しました。

その後、審査機関による毎年のサーベイラン
ス審査、3年毎の更新審査で、登録認証の確認
を受けています。
2015年9月にISO14001の新規格が発行された
ことにより、SOLTYも2018年4月に移行審査
を受け、新規格に準拠したマネジメントシス
テムを運用しています。

また、プライバシーマーク（2005年取得）、
品質管理マネジメントシステム（ISO9000、
2013年取得）、情報セキュリティマネジメン
トシステム（ISO27001、2019年取得）を含め
CSR活動として取り組んでいます。

■マネジメントシステム運用体制

CSR責任者である社長の下にCSR委員長を配
置し、各部門からCSR委員を選出してCSR会
議を結成し、CSR活動全般を推進しています。

EMSの活動では、当社の方針や環境目的・目
標に基づく環境活動を社内に浸透させ周知徹
底するために、全社への環境教育を定期的に
実施するとともに、最新のニュース情報等を
CSR事務局から随時発信しています。
社外へは「環境報告書」というかたちでHPで
の公開を行っています。

SDGｓ（持続可能な開発目標）

■ SDGｓへの取り組み

2015年9月に国連が採択した「持続可能な開
発目標（SDGs）」の国際的な枠組みが示す未
来に向けて、社会の動きが加速しています。

当社でも、従来より取り組んでいる活動をよ
りよいものとし、できる範囲を広げていきま
す。

マネジメントレビュー
（取締役会）

マネジメントレビュー
（取締役会）

内部監査責任者内部監査責任者

各部門

CSR委員CSR委員

CSR事務局CSR事務局

CSR委員長CSR委員長

CSR責任者
（代表取締役社長）

CSR責任者
（代表取締役社長）

CSR会議CSR会議

CSR部門責任者CSR部門責任者

＜SOLTYの目標＞

◆ワークエンゲージメントの向上
デジタルイノベーションによる入力レス及びセルフマネジメン

ト化で、従業員のストレスフリー・生産性向上によりさらなる

ワークエンゲージメント向上に貢献します。

お客様が「働きがいのある人間らしい仕事（ディーセント・

ワーク）」を実践するために、業務のイノベーションを支援い

たします。

◆デジタル技術によるサステナブルな社会の実現
従業員申請業務のDXの推進を支援し、ペーパーレス化によるお

客様の気候変動対応へ貢献します。

最新のテクノロジーを駆使したサービスを提供し、「環境に配

慮した技術・産業プロセスの導入拡大」を通じて、サステナブ

ルな社会の実現を目指します。

◆透明性の高いガバナンスへの貢献
多種多様な意思決定プロセスにおいて、お客様の職務分掌の明

文化を支援し、柔軟なワークフローを構築することで、透明性

の確保とコンプライアンスの遵守を同時に達成します。

最高のクオリティでリアルタイムな法令や制度にも対応し、お

客様の「対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保

する」ことを安心・安全に実現します。

次年度からはサステナビリティ活動として、視野を広げ、これま
で以上に真摯に取組み、事業活動を通して社会に貢献し続けて参
ります。
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効果測定
○ 達成
△ 未達成だが前年度より向上
✕ 未達成

新たな中期計画が始まりました。滑り出しは好調です。



製品及び
サービス紹介

TOPIC 終わりにトップメッセージ
・環境方針

マネジメントシステムの推進
SDGｓへの取り組み

EMS活動の
目的目標・効果測定
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環境変化による推移

社会情勢や社内環境の変化による影響が興味深いです。
2019年度のテレワーク開始以後、紙の使用量は大幅に減少しましたが、リモートデスクトップ接続のため常時PC電源On状態が続き電力使用量が増加しました。
2021年度からVDIへの移行をすすめたことにより、テレワーク導入前の水準に戻りつつあります。

単位：kWh 単位：枚



6

デジタルトランスフォーメーションをクオリティ＆タイムリィの姿勢で支援します。
お客様の満足を第一に一貫したソリューションサービスを提供します。

Ⅰ．顧客が認める最高のクオリティを提供

Ⅱ．格段に敏感な顧客対応

Ⅲ．一貫したサービスの提供

Ⅳ．専門化したニッチなニーズの提供
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ＷｉＭＳシリーズは、働き方改革を推進し、DXに積極的に取り組む中堅～大手企業様を中心に、オンプレミス・
SaaSを含め、350社を超える企業様にご支持いただいております。

多様なワークスタイル、働く場所の柔軟性など、企業の労務管理に関する業務をサポートすることで、社会全体
への多様な働き方の浸透、働きやすい環境づくりへの貢献を目指しています。
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WiMS/SaaS経費精算システム・WiMS/SaaS支払依頼システム

社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）
「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」
（令和３年改正法令基準）取得

WiMS/SaaS勤務管理システム

第14回ASPIC IoT･AI･クラウドアワード2020
基幹業務系ASP・SaaS部門
『準グランプリ』受賞

WiMS/SaaS経費精算システム

第13回ASPIC IoT･AI･クラウドアワード2019
基幹業務系ASP・SaaS部門
『ベスト連携賞』を受賞

『働きやすい環境づくりを支援し
持続可能な社会の実現に貢献』

ニューノーマルな働き方を支援

人材育成と企業競争力の強化に貢献

各種申請・書類を電子化し
ペーパーレスを促進

Office Innovation Platform × ERP
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TOPIC

■ 環境報告書の表紙を飾る作品の募集・投票を行いました！

2021年度は、従来のフリー部門に加えて、コロナに負けない！「おうち

時間＋ぷらす」部門の作品を社員より募集いたしました！

応募作品は、全社員に公開・投票してもらい、投票の結果見事上位に輝

いた作品について表彰及び景品の授与を行いました。

環境報告書の表と裏を飾っているのは、2021年度の各部門でそれぞれ1

位となった作品です。

▲ 2021年度の表彰式の様子

中山社長より、各部門の大

賞・佳作に選ばれた作品の

作者4名の社員に表彰状と商

品が授与されました

◆2021年度の上位作品◆
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環境報告書表紙History

■ 環境報告書からサステナビリティ報告書へ･･･！

SOLTYの環境報告書の発行は2021年度で終了し、2022年度よりサステナ

ビリティ報告書へと進化いたします。

･･･というわけで、「さよなら環境報告書」特集として、歴代の表紙応募

アートを一挙掲載しちゃいます！

2015

2016
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2017
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2018
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2019-2020
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2019-2020
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2021

Theme:Free

サステナビリティ報告書2022

See you next year！
サステナビリティ報告書2022

See you next year！

Theme:おうちじかん＋

2022
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株式会社ソリューション・アンド・テクノロジー

サステナビリティ事務局

〒102-0081 東京都千代田区四番町６番 東急番町ビル

TEL：03-3222-0201 FAX：03-3222-0180

EMAIL：solty-csr@solty.co.jp

お問い合わせ先

https://www.solty.co.jp/

当社HP

※紙資源節約のため、本環境報告書は電子ファイルで公開しています※

https://www.solty.co.jp/
https://www.solty.co.jp/

