2020 年 2 月期／2020 年 8 月期 英国現代奴隷法に関する声明

株式会社良品計画を中心とする良品計画グループ（以下、当社グループ）は、2015 年に成立した現代奴
隷法第 54 条に基づき、本声明を公表します。本声明は当社グループが、事業及びそのサプライチェーンにおい
て、奴隷状態や隷属状態、強制労働といった奴隷労働と、人身売買を防止することを目的として 2020 年 2
月期および 2020 年 8 月期※の会計年度に行った取り組みについて記載しています。
※当社は、経営の効率化および透明性をさらに高めることを目的として国際会計基準（IFRS）を任意適用するにあたり、グループ内で決算期を
統一し、決算期（事業年度の末日）を毎年２月末日から毎年８月末日に変更したため、その経過期間となる 2020 年 8 月期は 2020 年 3
月 1 日から 2020 年 8 月 31 日までの 6 か月決算でした。よって、本声明では、2020 年 2 月期および 2020 年 8 月期の会計期間を対象と
して記載いたします。

■現代奴隷と人身売買防止の取り組みにむけて
当社グループは公正で透明な事業活動を通じ、グローバルな成長と発展に挑戦していくことを目指しています。
事業を進める上で、いかなる奴隷労働や人身売買も容認せず、人権の侵害やその加担をしないよう努めていま
す。
■当社グループの事業とサプライチェーン
当社グループは、主力事業ブランドである「無印良品」を中心とした専門店事業の運営、商品企画、開発、製
造、卸し及び販売を行う製造小売企業グループで、衣料品から家庭用品、食品など日常生活全般にわたる商
品群を展開しています。当社グループは日本を拠点としており、2020 年 8 月末日現在、国内で 479 店舗、
そのほか 30 の国や地域で 550 店舗を展開する小売業であり、その販売会社に加え、商品調達を含む 27 社
の関連会社により構成しています。当社グループの 2020 年 8 月期の連結営業収益は 1,793 億円で、従業
員数は 17,096 名（うちパートタイム社員 8,050 名）です。
当社の企業情報及び事業の詳細に関しましては、当社のウェブサイトをご参照ください。
https://ryohin-keikaku.jp/corporate/
当社グループは「衣服・雑貨」、「生活雑貨」、「食品」の 3 部門で幅広い商品を取り扱っているため、サプライチ
ェーンも広範に広がっています。当社グループは、グループ各社において生産拠点を有しておりません。取り扱って
いる全ての商品において、グループ各社では製造を行っておらず、商品製造／生産はすべて約 250 社の取引
先を介して、日本をはじめ、中国、ベトナム、タイ、カンボジア、インドを含む、約 20 の国・地域を拠点とする約
900 工場に製造を委託しています。サプライヤーの約半数は日本国内に位置し、国外サプライヤーの大半はア
ジアに位置しています。
衣服・雑貨
衣服や靴・バックなどは、日本での企画・デザイン段階を経て、国内外の工場で生産します。全てのサプライヤー
は日本を含むアジア地域に位置しており、主にベトナム、カンボジア、中国に拠点を構え、海外の生産比率は
99%です。

生活雑貨
化粧品、家具、文房具、ファブリックなどの生活雑貨を幅広く取り扱っています。化粧品、文房具の商品の約 3
分の 2 は日本国内で生産される一方で、家具やファブリックの生産においては、ベトナムと中国、インドのサプライ
ヤーとも取引を行っています。生活雑貨全体では、日本国内と海外の生産比率は 50:50 です。
食品
菓子やレトルトカレーなどの調味加工品等の食品を製造するサプライヤーの約 8 割は日本国内に位置し、国外
サプライヤーの大半は中国に位置しています。食品全体では、日本国内と海外の生産比率は 90:10 です。
■関連する方針
当社グループは「良品価値の探求」「成長の良循環」「最良のパートナーシップ」を企業理念として掲げており、こ
れらを体現するにあたり、取引先やサプライヤーを含む、当社グループの商品に携わるすべての従業員の人権を
尊重し、適切な労働環境を維持することが必要であると考えています。
当社は、以下のグループコンプライアンス行動指針及び生産パートナー行動規範を制定し、広報・ESG 推進部
を管掌する役員をサステナビリティの推進を担当する責任者として選任した上で、現代奴隷と人身売買防止の
取り組みを推進する体制を整備しています。また、ビジネスと人権、SDGs/ESG の専門家に助言・サポートを受
けながら、国際規範及び各国法令に適合した取組を実施することに努めています。
グループコンプライアンス行動指針
法令遵守はもとより企業倫理の重要性に関する理解を促し、公正な事業活動を推進するため、当社グループ
の従業員に対し、「良品計画グループコンプライアンス行動指針」を制定しています。同指針では、ハラスメントや
差別を含むいかなる人権侵害も許容しないことを明言しています。
https://ryohin-keikaku.jp/sustainability/governance/compliance/
生産パートナー行動規範
サプライチェーンにおける人権及び労働環境への配慮に関する機運の高まりや、当社グループ事業の拡大を背
景に、当社グループ及び取引先に対して「良品計画の環境・労働・安全マネジメント」を 2007 年に策定しまし
た。2015 年には、活動をさらに強化するため、国連グローバルコンパクトの 10 原則及び ILO の中核的労働基
準、国連のビジネスと人権に関する指導原則などの国際規範に則って「良品計画の環境・労働・安全に関する
基本方針」を策定し、「良品計画の環境・労働・安全マネジメント」を併せて改訂しました。強制労働、児童労
働、ハラスメントの禁止や団体交渉権の確保などの奴隷労働に関連する項目も、これらの方針及び行動規範
に含めており、最低限守るべき事項に加えて、目指すべき事項も明記した上で、取引先やサプライヤーに理解と
改善を求めています。
2020 年 7 月には、相互信頼に基づく良好なパートナーシップを構築し、サプライチェーン全体にわたる公平で安
全かつ健全な職場環境に配慮する責任を果たすために、これらを「良品計画の生産パートナー行動規範」と改
め、当該行動規範を制定しました。
https://ryohin-keikaku.jp/csr/code_of_conduct/coc_2020_jp.pdf

今後は、グローバル企業として取り組みをさらに推進するために、奴隷労働や人身売買防止の観点をより強化
して、方針や行動規範の見直しを進めてまいります。
■デュー・ディリジェンスの取り組み
奴隷労働・人身売買をはじめとする人権問題は、当社内の事業のほか、サプライチェーンにもリスクが存在する
可能性があることを認識し、そのサプライチェーンにおける人権侵害を防止・是正するために、以下のようなデュ
ー・ディリジェンスのプロセスを実施しております。
・契約上の取り決め
当社グループは、「良品計画の生産パートナー行動規範」に基づき、商品の製造委託先となる全ての取引先お
よび工場とサプライチェーン全体の労働環境、人権尊重の方針を共有し、遵守を誓約いただける取引先・工場
とのみ契約しています。
https://ryohin-keikaku.jp/csr/code_of_conduct/coc_2020_jp.pdf
・訪問監査
また、当社グループは、製造委託先の取引先および工場には、「良品計画の生産パートナー行動規範」の遵守
状況を確認するために、第三者の専門機関による訪問監査を実施しています。監査方法は、現場の状況確
認および書類や記録文書の確認のほか、経営者・従業員へのインタビューも実施し、多面的に現場の実態を
把握し、問題点を見つけ出すようにしています。
監査で不適合が発見された場合は、取引先および工場に速やかに是正措置をとることを要請しています。是正
措置の実施にあたっては実効的な問題解決プログラムの確立を求め、また是正措置を取った場合はその証拠の
提出も要請するなど継続的なモニタリングを実施します。万一、製造委託先の取引先および工場において強制
労働等の深刻な人権侵害に加担していることが判明し、かつ当社が影響力を行使しても是正が期待できない
場合には、当社の行動規範に基づき、当該取引先および工場との間の取引関係の解消も選択肢として慎重
に検討する方針です。
調査機関や NGO の報告書などで報告された現代奴隷リスクを参照し、監査対象となる工場の優先順位をつ
け、2020 年 2 月期は 76 工場、2020 年 8 月期は 23 工場の訪問監査を実施しました。その結果、人権を
著しく侵害しており取引見直しの検討対象となる工場はありませんでした。
・通報窓口
当社グループでは、コンプライアンス違反が発生した場合の是正措置も重要視しており、懸念や問題を迅速に
発見し、救済を行うために、匿名で通報が可能なヘルプラインを、社内に限らず取引先に対しても開放していま
す。また、当社社員のコンプライアンス遵守状況を定期的にチェックするために取引先に対して商談マナーアンケ
ートを実施しています。
・外部団体との連携
2016 年からは、衣服工場の取り組みを強化するため、国際労働機関（ILO）と国際金融公社（IFC）との
共同事業であるベターワーク計画（Better Work Programme）に参画し、当社と取引を行うアパレル縫製

工場において工場には、ベターワーク計画への加盟を義務付けています。定期的に労働基準の遵守状況をモニ
タリングし、遵守が足りていない部分はその問題解決に向けた専門家による助言や訓練を行うサービスを受けな
がら、製造委託工場の継続的な労働環境の工場に取り組んでいます。また、経済的な理由から不法移民とし
て他国に流出する割合が高い地域のサプライヤーに対し、福利厚生を充実させるとともに職業訓練を行うなど、
労働者の暮らしを考えた適正価格での取引や労働環境の整備等を従前より行っています。
また、現代奴隷に関する最新の動向や他社の先進的な取り組み事例を学び、NGO/NPO などのステークホル
ダーと対話し、当社の取り組みを推進するために、グローバルコンパクトネットワークジャパンが開催する人権デュー
ディリジェンス分科会や経済人コー円卓会議日本委員会が開催する 2020 日本：ステークホルダー・エンゲー
ジメントプログラム（SHE）などに参加しています。
■リスクの評価と対処に関する取り組み
当社グループは、サプライチェーン上流の原料の調達においても現代奴隷のリスクを防止する必要があることを認
識し、デュー・ディリジェンス・プロセスを実施しています。
無印良品の衣料品の主力原料のひとつである綿については、アメリカ、インド、トルコ、中国など世界各地から綿
花を調達しています。当社が使用するすべての綿や糸は、第三者機関が認定する国際有機認証を取得してい
ます。この認証は、国際労働機関(ILO)が定めた労働条件を遵守していることを保証するものです。
また、その他の主な一次原料（ウール、ダウン、リネン、木材）について、可能な限り生産地がトレースできるも
のを使用し、なかでも主要な原料は実際に生産地を訪れ、採取・栽培場所の状況や生産者のくらしを自分た
ちの目で確認しています。
さらに、当社グループは、調査・報道機関や NGO の報告書などで報告された現代奴隷リスクの高い地域につい
ては、1 次サプライヤーのみならず、原料生産段階までさかのぼって、厳格なデュー・ディリジェンス・プロセスを実施
しています。国際機関や各国政府が発行するガイダンスに則り、独立した監査機関に調査を依頼した上で訪問
監査を行っておりますが、現時点では、是正可能な指摘事項を除き、重大な問題点は確認しておりません。今
後も当社グループは、サプライチェーンにおける人権侵害を防止するために、サプライチェーン上の企業に対してよ
り一層の労働環境の向上を働きかけると共に、今後も注意深く情報収集に努め、デュー・ディリジェンス等の措
置を適切に実施してまいります。
■トレーニング
人権配慮の管理体制として、広報・ESG 推進部が窓口となり、当社の社内のすべての関連部署と連携し、関
わる社員一人ひとりが当事者意識を持って推進しています。サプライチェーンに関わる調達担当、生産管理担
当、商品企画担当、品質担当の従業員およびマネジメント層に対しては、サプライチェーンにおける人権・環境
問題の重要性についての意識向上トレーニングを行っています。本声明の報告期間においては約 100 名の社
員が参加、「良品計画の生産パートナー行動規範」の周知徹底を目的に実施した説明会には約 300 名のお
取引先様に参加いただきました。加えて、実際に工場担当者とやり取りを行う社員に対しては、より具体的な個
別事象への改善指導を行っています。
■コロナウイルス感染症拡大に対するサプライチェーンの取り組み
2020 年 2 月以降のコロナウイルスの感染拡大により、国内外の無印良品の店舗は営業縮小を余儀なくされ

ています。しかしながら、当社は、サプライチェーン上のステークホルダーへの影響を緩和するべく、事前に合意され
た条件に則り、生産済みの商品およびすでに生産を開始している商品については、生産パートナーである工場に
対して全て支払いを行うことを基本方針としています。また、工場が購入済みの弊社商品向け素材や副資材に
ついても責任を持って使用する方針で、万一不要になった場合にはその代金を補償することも検討します。また、
キルギスのイシククリ州では、独立行政法人国際協力機構（JICA：Japan International Cooperation
Agency）との共同商品開発プロジェクトによる生産活動を継続することで、生活に必要な現金収入源となり、
コロナ禍でも経済的な困窮に陥ることを防ぐ一助となりました。当プロジェクトは、国連開発計画 (UNDP) が
主導する「ビジネス行動要請 (BCtA)」の取り組みとして認定されています。
なお、生産パートナーの取引先および工場とは充分にコミュニケーションを取ることで状況把握に努めており、今
後も良好なパートナーシップの維持を目指してまいります。
■取り組みの改善に向けて
世界中の生活者や生産者に配慮した商品・サービスを無印良品として具体化することで「感じ良いくらし」を提
案するためには、事業において奴隷労働や人身売買のような人権侵害が発生しないことを常に確認することが
重要だと考えています。
当社は 2021 年 8 月期より、ビジネスと人権、SDGs/ESG の専門家から助言・サポートを得つつ、デュー・ディ
リジェンスを含む当社のビジネスと人権、SDGs/ESG の取り組みを進めてきております。
今後はこれまでの経験を活かし、人権配慮・奴隷労働防止の観点において、有効性の高い取り組みを事業関
連領域全般において実行するため、より広範かつ体系的な仕組みの構築を検討していきます。具体的な出発
点として、下記の点を強化する方向で進めています。


既存サプライヤーに対するモニタリング



実態に即した是正措置の実施

当社グループは、今後も、サプライチェーンが当社の行動規範に沿っていることを確認するために、サプライチェーン
のモニタリングを継続します。また、強制労働、人身売買等のあらゆる形態の人権侵害を防止、是正するために、
サプライチェーンに対し効果的に影響力を行使し、デュー・ディリジェンスプロセスを強化するために有効な方法を
検討してまいります。
本声明は 2021 年 2 月 24 日に開催された株式会社良品計画取締役会において承認されました。
株式会社 良品計画
代表取締役社長 松﨑 曉

2021 年 2 月 24 日

