News Release

アクセンチュア、グローバル ISO 14001
認証を取得
効果的な環境マネジメントシステムの整
備が認められ、50 拠点以上を対象に認証
を取得
※この報道資料は、米国ニューヨークで現地時間 2009 年 5 月 5 日に発表されたアクセンチュアグローバルプレスリリ
ースの意訳です。
【米国ニューヨーク発 2009 年 5 月 5 日】
アクセンチュア（NYSE: ACN）は、BSI よりグローバル ISO 14001 環境マネジメントシステム(EMS) 認証を取得しまし
た。今回の認証は、米国、カナダ、南アフリカ、ヨーロッパ諸国、南アメリカ、アジアなど、アクセンチュアの世界
53 拠点を対象としています。
国際的に認められた EMS 規格である ISO 14001 は、組織がお客様、社員、株主などのステークホルダーに対して環境
への配慮を約束し、環境への影響やリスクをより適切に管理していることを示す基準となります。ISO 14001 認証取得
を目指す組織は、二酸化炭素排出量、エネルギー利用、使用水量などの、環境に大きな影響を与える要素を認識し、
その影響をコントロールしながら改善するための環境マネジメントプログラムを実施しなければなりません。
アクセンチュアのチーフ･リーダーシップ･オフィサーであるエイドリアン・ライザは、「今回この認証を取得したこ
とは、アクセンチュアの環境への取組みにおける重要な節目であり、社員の努力の賜物といえます。」と述べました。
「アクセンチュアの社員は、日々生活を送り仕事をしているわれわれのコミュニティの中で、自発的に環境への責務
を果たしています。」
アクセンチュアの環境に対する取組みには、組織全体の環境への影響を測定、管理するプログラムや、トレーニング、
各国のアクション･チーム、特別なイベントなどを通じて社員が環境への取り組みに関わることができるプログラムな
どが含まれています。アクセンチュアはさらに多くの拠点へ、ISO 認証の拡大を目指す計画です。
BSI EMEA のマネジングディレクターであるロブ・ウォリスは次のように述べています。「BSI はアクセンチュアが ISO
14001 の認証を取得したことをとても喜ばしく思います。アクセンチュアは環境マネジメントシステムの基本方針を正
しくとらえて実施しており、継続して環境プログラムの改善に取り組んでいくと確信しています。世界のいくつかの

地域でのアクセンチュアとともに取り組んだことで、ビジネス･ニーズを支援するための真の国際的アプローチが可能
となりました。」
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アクセンチュアについて

BSI グループについて

アクセンチュアは、経営コンサルティング、テクノロジ

BSI Group は世界的な独立事業サービス組織であり、

ー・サービス、アウトソーシング・サービスを提供する

80,000 以上の顧客に対して規格ベースのソリューション

グローバル企業です。豊富な経験、あらゆる業界や業務

による認証を実施、提供しています。BSI Group は世界初

に対応できる能力、世界で最も成功を収めている企業に

の国家規格を発行する機関を起源とし、世界 50 ヶ所以上

関する広範囲に及ぶリサーチなどの強みを活かし、民間

のオフィスに所属する 2,400 名以上のスタッフが、世界

企業や官公庁のお客様がより高いビジネス・パフォーマ

120 カ国以上の地域で活動しています。主な提供サービ

ンスを達成できるよう、その実現に向けてお客様ととも

スは以下のとおりです。

に取り組んでいます。世界 120 カ国のお客様にサービス
を提供する 18 万 1 千人以上の社員を擁するアクセンチュ



発および販売

アは、
2008 年 8 月 31 日を期末とする 2008 会計年度の売
上高が、約 233 億 9 千万 US ドルでした（2001 年 7 月 19

民間、国家、および国際規格と、その支援情報の開



第二、第三機関によるマネジメントシステムの評価
および認証

日 NYSE 上場、略号：ACN）。


サービスや製品のテストおよび認証

アクセンチュアの詳細は



パフォーマンス管理ソフトウェア･ソリューション

www.accenture.com を、



標準化の実施とビジネスにおけるベストプラクティ

アクセンチュア株式会社の詳細は

スをサポートするためのトレーニング･サービス

www.accenture.com/jp をご覧ください。
BIS Group の詳細は www.bsigroup.com をご覧ください。
アクセンチュア株式会社
マーケティング・コミュニケーション部
田中 朝子、中西 真弓
045-330-7157
accenture.jp.media@accenture.com
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（以下原文）

Accenture Achieves Global ISO 14001
Certification
More than 50 locations included in certification
designating effective environmental management
systems in place

Accenture’s environmental efforts include programs to
measure and manage aggregate environmental impact, and to
engage employees in these efforts through training, local
action teams and special events. The company plans to
continue working towards earning ISO certification for
additional locations.

NEW YORK; May 5, 2009 – Accenture (NYSE: ACN) has
received Global ISO 14001 Environment Management System

Rob Wallis, Managing Director, BSI EMEA, said: "BSI is pleased

(EMS) certification from BSI. The certification covers 53

to award Accenture certification to ISO 14001. The company

Accenture locations around the world, including the US,

has embraced and implemented the principles of this

Canada, South Africa and countries throughout Europe, South

Environmental Management System and we are confident

America and Asia.

that it will seek to continually improve its environmental

ISO 14001, an internationally recognized standard for EMS,

programs. Our work with Accenture in several regions of the

helps organizations demonstrate environmental commitment

world has enabled a truly international approach to

to their stakeholders – clients, employees, shareholders –

supporting its business needs."

while better managing environmental impact and risk.
Organizations seeking ISO 14001 certification must identify
significant impacts – such as carbon emissions, energy use,
water consumption – and implement environmental
management programs to control and improve them.
"Achieving this certification is a significant milestone in
Accenture’s environmental journey, and it’s due in large part
to the efforts of our people," said Adrian Lajtha, Accenture’s
chief leadership officer. "They bring our commitment to
environmental stewardship to life every day through a host of
initiatives in the communities where we live and work."
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About Accenture

About BSI Group

Accenture is a global management consulting, technology

BSI Group is a global independent business services

services and outsourcing company. Combining unparalleled

organization that inspires confidence and delivers assurance

experience, comprehensive capabilities across all industries

to over 80,000 customers with standards-based solutions.

and business functions, and extensive research on the world’s

Originating as the world’s first national standards body, the

most successful companies, Accenture collaborates with

Group has over 2,400 staff operating in over 120 countries

clients to help them become high-performance businesses and

through more than 50 global offices. The Group’s key

governments. With more than 181,000 people serving clients

offerings are:

in over 120 countries, the company generated net revenues of
US$23.39 billion for the fiscal year ended Aug. 31, 2008. Its



The development and sale of private, national and
international standards and supporting information

home page is www.accenture.com.


Second and third-party management systems assessment
and certification



Product testing and certification of services and products



Performance management software solutions



Training services in support of standards implementation
and business best practice.

For further information please visit www.bsigroup.com.
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