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 電子公告による公告をすることができない場合は、
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株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社
事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
（郵便物送付先） 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
（電話照会先） 70120-288-324（フリーダイヤル）

株式情報 （2021年5月31日現在）

役 員 （2021年8月20日現在）

（%）■ 所有者別株式数

■ 株式の状況
会社が発行する株式の総数： 150,000,000株
発行済株式総数： 41,690,300株
株主数： 9,244名

代表取締役グループ代表
取締役会長
取締役副社長執行役員
取締役副社長執行役員
取締役副社長執行役員
取締役（常勤監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

南 部 靖 之
竹 中 平 蔵
深 澤 旬 子
山 本 絹 子
若 本 博 隆
野 村 和 史
舩 橋 晴 雄
古 川 一 夫
宮 田 亮 平

＊舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

（注） 森本靖一郎氏、柿塚正勝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

パソナグループの特例子会社のパソナハートフルでは「才能に障害はない！」のコンセプトのもと、
1992年に「アート村」をスタートして以来、アートを通じて障害者の社会参加を支援しています。

株主メモ

パソナグループの事業活動や投資家情報など詳しくはＷＥＢサイトを
ご参照ください。

https://www.pasonagroup.co.jp

表紙の絵 ： 「夏の海の魚たち」

株式会社パソナハートフル  
アート村  アーティスト社員 醍醐 恵子

パソナグループ IRサイトの「株主通信 IRレター」では、
四半期決算毎（第1・2・3四半期）に決算概要や最新
ニューストピックなどをタイムリーにお知らせしています。
ぜひご覧ください。
www.pasonagroup.co.jp/ir/

株主通信
IRレターの
ご案内

金融機関  12.19
証券会社  1.50

その他国内法人  11.55
自己株式  4.30

個人・その他  47.27
外国法人等  23.19

「才能に障害はない」をコンセプトに、パ
ソナハートフルで絵を描くことを仕事と
する障害のあるアーティスト社員が、海
の中の生き物を想像しながら描きまし
た。イカ・エビ・サザエ・カメ・カキ・・・楽しい
海の生き物たちを探してみてください。

2020年6月1日～2021年5月31日

株式会社パソナグループ　  株 主 通 信

パソナグループの特例子会社であるパソナハートフルは、1992年に「アート村」をスタートして以来、
アートを通じて障害者の社会参加を支援しています。



株式会社パソナグループ
代表取締役 グループ代表

　株主の皆様には、日頃から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　2020年9月、パソナグループは兵庫県淡路島に本社機能の一部を移転することを発表しました。新型
コロナウイルスの感染状況等も見極めながら、管理部門を中心に1,200人の移転を順次進めています。
　この度の移転には、3つの目的があります。1つ目は、コロナ禍のようなパンデミックや、地震や水害など
の自然災害をはじめ、様々な事業リスクに対応する「BCP（事業継続計画）」の一環。2つ目は、たくさんの
夢や才能が集まり、化学反応を起こすことで「夢のある新産業」を創造すること。そして3つ目は、「真に
豊かな働き方・生き方」の実現です。

　パソナグループの淡路島での取り組みは、2008年に開始し、今年で13年目を迎えました。私たちの
挑戦する地方創生は、人を育て、雇用を創り、文化を創ることです。
　「人創りは国創り！」をスローガンに掲げ、今年の春には「日本創生大学校 ギャップイヤープログラム」
を開始、コロナ禍における新卒未就労者を支援しています。また、「フレッシュキャリアアップ プログラム」
では、自宅待機を余儀なくされ、入社以来1日も出社できない航空・旅行業界などの社員1,000名以上
の方に活躍の場を提供。さらに、コロナ禍で苦境に立つ音楽家や料理人に、新たな挑戦の機会を創出し
てきました。そうした方々と共に、淡路島に「夢のある新産業」を創造し、淡路島を「美食の島」「文化・芸術
の島」「健康の島」にしていきます。

　いま、人々の価値観は「物の豊かさ」から「心の豊かさ」へと大きく変化しています。
　淡路島での挑戦を通じて、私たちが目指すこと―。それは、「真に豊かな働き方・生き方」ができる
「スマートライフ・イニシアチブ」の実現です。心身ともに健康で、働きたいと願う誰もが安心して働き、
自ら創る明るい未来に思いを馳せることができる社会を創る。そしてその取り組みは、淡路島だけにとど
まらず、地域の方々や地元企業等とも連携し、東北、京丹後、全国へと拡がってきています。
　パソナグループはこれからも、ソーシャルソリューションカンパニーとして、様々なステークホルダーの
方々と共に、持続可能で真に豊かな社会の実現に向けて挑戦してまいります。

2021年8月

淡路島で目指す新産業の創造

持続可能で真に豊かな社会の実現に向けて

株主の皆さまへ株主の皆さまへ株主の皆さまへ

本社機能の一部移転
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パソナグループの最新ニュースはwww.pasonagroup.co.jpでご覧いただけますパソナグループ　ニュースフラッシュパソナグループ　ニュースフラッシュパソナグループ　ニュースフラッシュ

2020年度  主な事業活動

６月 パソナテック 「RPA人材育成プログラム」を強化
 ビーウィズ 在宅でのコンタクトセンター業務 　　　　　 
  「Bewith Digital Work Place」
 匠創生 全国酒蔵から熟成期間10年を超える 　　　 
  古酒を厳選　「古昔の美酒」販売
７月 パソナJOB HUB 都市部企業と地方を繋ぐ「JOB HUBワーケーション」
 パソナグループ HR-Tech　組織改善ソリューション 　　　　 
  「パソナエンゲージメント」
 パソナ N A 日系企業の経営現地化を支援 　　　　　　 
  「エグゼクティブ採用支援サービス」
８月 パソナグループ ひとり親家庭等の淡路島での仕事・住居・教育を
  トータルサポート「ひとり親 働く支援プロジェクト」
９月 パソナ 外国人材のオンライン就業体験 　　　　　 
  「国際化促進インターンシップ事業」

10月 パソナグループ 都市×地方 オフィス×在宅  　　　　　　　 
  仕事×音楽･スポーツなど多様な働き方を 　 
  推進「ハイブリッドワークライフ協会」
 パソナグループ 職の総合イベント職博 　　　　　　　　　 
  「“私の可能性”“新しい働き方”」 
 パソナグループ 北米、アジアの10ヶ国・地域でクラウド型 　
　　　　　　 採用管理プラットフォーム「PASONA Crossing」

11月 パソナ 外国籍留学生向け企業説明会 　　　　　 
  「JOB博ONLINE AUTUMN」
 パソナフォスター 国連機関FAO公式プログラム運営「YUNGA JAPAN」と 
　　　　 連携「SDGｓを学ぶ体験型プログラム」導入

12月 パソナ 企業の産業保健の現状把握と課題を可視化する
 　　　 「新・産保サーベイ」
 パソナハートフル 「障害者雇用オンラインコンサルティングサービス」開始

1月 パソナ知財信託 日本初 産業財産権を専門に扱う信託会社
 　　　　 「パソナ知財信託」

2月 パソナ “失業なき転身”を支援する 　　　　　　　 
  「セーフプレ―スメント・トータルサービス」

3月 パソナグループ 植物性食品を通じた持続可能な社会の 　　 
  実現を目指す「Plant Based Lifestyle Lab」

4月 パソナ N A 設計開発業務のアウトソーシングを拡大 　 
  「ESO（Engineering Services Outsourcing）」
 パソナグループ 法務人材の需要拡大に向けて体制強化 　　 
  「（株）More-Selections」を子会社化

5月 パソナグループ 女性の心豊かな働き方・生き方を支援 　　 
  「PASONA WOMEN‘S EXPO～私らしく、輝く！～」

社会に変革をもたらす人材を育成・輩出する
「パソナ日本創生大学校」

次世代を担う人材を育成

プロフェッショナル人材の豊富な経験、専門スキルを活かす
「パソナJOB HUB─顧問サービス─」

「自然災害やパンデミック対応」はもとより
「地方創生」「新産業の創造」に向けて
グループ全体のBCPを推進個人事業主やフリーランスなど多様な働き方を支援する（株）パソナ

JOB HUBは2020年8月に（株）パソナ顧問ネットワークと事業統
合。統合により、従来の働き方や人材活用のあり方の概念を変える
新たなプラットフォームを構築し、大手企業の役員・管理職経験者
やプロフェッショナル人材から経験・スキルを活かして活躍したいと
考えるフリーランスまで、自らの才能を活かして活躍する機会を提
供しています。

2021年3月にはエグゼクティブサーチ事業を手掛ける（株）パソナ
フォーチュンと事業統合。企業の経営者が抱える様々な課題を解
決する経営者支援サービスを開始。最近では、「社外取締役、監査
役紹介サービス」のほか、企業のSDGsやESG等に関わる戦略策
定等の専門家を提供する「サステナブル経営支援サービス」など、
企業の経営課題をワンストップで解決します。

在宅ワーカーをチーム化　リモートBPOサービスを強化
「JOB HUB アウトソーシング」
在宅で働く個人を束ねてチームを組み、業務内容と業務量に応じて
フレキシブルに対応。経理業務や人事労務業務など、閑散期と繁忙
期よる仕事量の差が大きい業務にも柔軟に対応し、最適なBPO
サービスを提供します。

多様な働き方の推進 本社機能の一部移転

社員が子供と一緒に出勤し、同じ空間で働くことができる環境を整備。
子供の感性を育む空手やピアノ、英語レッスンなど多数のプログラム
を地域の子供たちにも提供しています。

（株）パソナ日本創生大学校は、社会課題に志をもって挑戦し、社
会に貢献する人材を育成。「地方創生リーダー育成」「女性幹部候
補育成」「リカレント教育」をテーマに、一人ひとりのキャリアビジョ
ンの構築や新たな価値創造に向けアクティブラーニングを中心に
新事業や新領域に挑戦するプログラムを提供しています。

＜日本創生大学校　プログラム＞
●GAP YEAR Program
コロナ禍で困難な就職環境に直面した新卒者を支援。最長２年
間パソナグループの契約社員として働きながら、ビジネスの基
礎や社会人としての教養を身につけ、夢や目標に向かい、自身
の可能性にチャレンジするプログラムです。　

●Fresh Career Up Program
コロナによって自宅待機や休業等を余儀なくされた社員を受け
入れ、パソナグループが兵庫県淡路島で展開する関連施設等に
て就労機会を創出。ビジネスパーソンとしてのスキルを磨き、応用
力を身につける教育の機会を提供。

●Middles Be Ambitious
就職氷河期世代、ひとり親のキャリア創りを支援

●Women’s Advanced Program
   志をもって未来を切り開く女性幹部候補生を育成（今秋開講）

（株）パソナグループは、「自然災害・パンデミック対応」はもとより、
「地方創生」「新産業の創造」に向けて、グループ全体の「BCP（事業
継続計画）」を推進。その一環として、本社機能の一部を兵庫県淡路
島へ移転し、管理部門を中心に2023年度までに1,200名の業務を
移転する予定です。また、AI・IoTを駆使した「DX（デジタルトランス
フォーメーション）・BPOセンター」を併せて開設し、自社のDXを推進
すると共に、クライアント企業のインサイドセールスやWeb／デジタ
ルマーケティング等の業務を行っています。

●パソナファミリーオフィス （10月）

仕事と休暇を組み合わせた柔軟な働き方を推進するワ―ケーションを
導入する企業に向けて、多様な働き方を実現する環境を提供。

●パソナ ワーケーションハブ （４月）
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淡路島・東北・京丹後・岡山など、全国で地方自治体や地元企業、地域の方々と連携しながら、「人材誘致」による独自の地方創生事業を
展開。文化・芸術・食・健康・教育など、国内からたくさんの人が集まる「夢のある産業」を創造し、地域の活性化と雇用創造に挑戦しています。

地方創生地方創生地方創生

パソナグループの企業姿勢を明確にするため、2005年に
「社会貢献室」を設置、社会貢献活動のリーダーとして、全国
のグループ各社より40名の「社会貢献委員」を任命。年2回
の報告会で活動発表や情報共有を行い、新たな行動目標を
設定しています。
2019年より各地域に「エリアリーダー」を任命し、地域間で
連携した活動を全国で推進しています。

地域貢献の取り組み

国内 365件　海外 17件

＊2021年5月期の活動報告は、Social Activist Pasona2021　
　サステナブルな社会の実現に向けて をご覧ください。

活動件数

世界に広がる活動の輪！

11,000名

121.17ｔ/年

活動人数

パソナグループは、2005年よりグループ各社の役員を中心
に構成する「環境委員会」を設置。以来、地球環境保全のた
め環境教育はもとより一人ひとりが「ソーシャルアクティビス
ト」として活動する機会創出に取り組んでいます。

近年、地球環境の変化により自然災害が多発していること
から「社員の働く環境整備」「防災体制の強化」にも尽力して
います。

環境への取り組み

体験型エンターテインメントアニメパーク　「ニジゲンノモリ」
「ドラゴンクエスト アイランド　大魔王ゾーマとはじまりの島」 

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」に、新アトラク
ション「ドラゴンクエスト アイランド　大魔王ゾーマとはじまりの島」
をオープン。城下町や森、魔王城など、ゲームの世界をリアルとデジ
タルを融合させて表現したフィールドRPGアトラクションとして、幅広
い年齢層の方に楽しんでいただけるコンテンツを提供しています。

淡路島を文化・芸術の島に
劇場＆ソーシャルディスタンスレストラン「青海波」 （8月）

青の舎・海の舎・古酒の舎・波乗亭の4つの舎では、日本の文化で
ある食・歴史・芸能を愛しみ、愉しみながら和食や昔懐かしい洋食が
堪能できます。

© Noda Naoki

コロナ禍のシェフを支援
「淡路シェフガーデン」 （4月）

コロナ禍で営業縮小を余儀なくされた飲食施設のオーナーやシェフ
の新天地での新たなチャレンジを支援する「淡路シェフガーデン」を
開設。若いシェフたちが全国から集まり、地元淡路島産の食材を使用
した和食やイタリア・中華料理などを屋外型の店舗で提供しています。

淡路島
東日本大震災から10年、被災地での就労支援をはじめ東北の産業
復興に向け、様々な活動を実施。東北の未来を創る起業家を育成す
る「東北未来戦略ファンド」から誕生した各社が地域の魅力を活か
し、新たな事業を創出しています。
　●（株）パソナ東北創生  ●（株）VISIT東北
　●（株）イーハトーブ東北  ●（株）GM7
　●（株）日中BHEコミュニケ―ションズ

東北 産業復興

岡山 久米南町 地域活性化プロジェクト

2020年度  淡路島での主な事業活動
8月 劇場＆ソーシャルディスタンスレストラン　「青海波 –SEIKAIHA-」オープン
 ひとり親家庭等の淡路島での仕事・住居・教育をサポート「ひとり親 働く支援プロジェクト」
10月 兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」
 「ゴジラ迎撃作戦 ～国立ゴジラ淡路島研究センター～」オープン
11月 日本初！ 日本酒を中心とした厳選古酒が淡路島に集結
 「青海波 古酒の舎（こしゅのや）」オープン
12月 兵庫県淡路島での新しい生き方・働き方を紹介
 パソナグループ「淡路島ライフ＆ワーク博」開催
2月 パソナグループ　BCP等を見据えた、淡路島への本社機能の
 移転等をサポート「淡路島パイロットHQ協議会」設立
 ミエレ2号店 「miele the garden」オープン
4月 働きながら学び、自分のキャリアを創る。コロナ禍で困難な就職
 環境に直面した新卒者を支援「ギャップイヤープログラム」
 コロナ禍の影響を受けた料理人を支援　屋外型自然共存レストラン
 「淡路シェフガーデン」オープン
5月 兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」
 「ドラゴンクエスト アイランド　大魔王ゾーマとはじまりの島」オープン
 雄大な大自然の中で、至高の食とゆったりと流れる癒しの時間を提供
 「オーベルジュ フレンチの森」オープン

東北の地域課題の解決に取り組む
（株）パソナ東北創生は、釜石市で仕事
と移住・定住促進支援のための「しごと・
くらしサポートセンター」を運営

2021年8月にリニューアル。棚田が見
渡せるオープンテラスを増築。発酵食
や薬膳を取り入れた新メニューを提供

地元の農場協議会と共に上籾棚田の復元プロジェクトを推進し、
地域と密着した様々な活動を行っています。

（株）丹後王国ブルワリーは、道の駅 丹後王国「食のみやこ」で地元
農産物や特産品を販売。丹後地域の魅力を発信する地域商社とし
て、販路開拓や人材育成にも取り組んでいます。

2020年度  サステナビリティ活動

環境保全への取り組み

温室効果ガス削減を目指して

働く環境への取り組み

CO2削減

（5月）

© 2021 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

京丹後 地域商社事業
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Pasona Group SDGs ActionsPasona Group SDGs ActionsPasona Group SDGs Actions
国連サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択。2030年までの達成を目指して
地球環境や人間社会が維持されるための基本目標を定め、全世界で企業や団体が取り組んでいます。

１．貧困をなくそう
働きたいと願う誰もが才能・能力を活かしてイキイキと活躍できるよう、雇用・
教育の機会を提供する。

２．飢餓をゼロに

３．すべての人に健康と福祉を
心身ともに健康で心豊かな生活の創造を目指し、企業の健康経営を支援する
とともに、個々の健康促進に向けた教育・指導を行う。

４．質の高い教育をみんなに
教育格差をなくし、高い志を持って果敢にチャレンジする人たちにキャリア
構築の機会を提供する。

５．ジェンダー平等を実現しよう
誰もが才能・能力を発揮し活躍できる社会の実現に向け、女性の能力開発・
キャリア構築を支援し、企業における更なる女性活躍を推進する。

６．安全な水とトイレを世界中に
水と衛生の管理向上を進める地域コミュニティの活動を支援する。

７．エネルギーをみんなにそしてクリーンに

８．働きがいも経済成長も
働きたいと願うすべての人が才能・能力を最大限に発揮し、それぞれのライフ
スタイルに合わせた働き方で活躍することができる社会インフラを構築する。

オフィスや施設等での再生可能エネルギーの利用を促進し、事業活動を通し
て社会全体のグリーン成長に貢献する。

９．産業と技術革新の基盤をつくろう
新たな社会インフラを構築するとともに、夢のある新産業の創造とイノベー
ションの創出に挑戦する。

10．人や国の不平等をなくそう
一人ひとりの個性、異なる発想・価値観を尊重し、誰もが才能・能力を発揮でき
る社会を実現する。

11．住み続けられるまちづくりを
社会やコミュニティとともに、真に豊かで持続可能なまちづくりに挑戦する。

12．つくる責任つかう責任
事業活動において発生する廃棄物の削減・再利用を促進するとともに、持続
可能な生産と消費のあり方を提案する。

13．気候変動に具体的な対策を

将来を担う次の世代に健全で美しい地球を残すため、事業活動や社会貢献活
動を通して環境保全に努める。

14．海の豊かさを守ろう
15．陸の豊かさも守ろう

16．平和と公正をすべての人に

事業活動や社会貢献活動を通じて、あらゆるステークホルダーとのパートナー
シップを構築する。

17．パートナーシップで目標を達成しよう
安心・安全な食を供給する持続可能な農業を推進するとともに、弱い立場にあ
る方々に食の支援を行う。

パソナグループは「社会の問題点を解決する」を企業理念に、サステ
ナブルな社会の実現を目指し、事業活動はもとより良き企業市民と
して、SDGｓ１７の目標達成に向け、積極的に活動を行っています。
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2021年5月期 連結決算の概要2021年5月期 連結決算の概要2021年5月期 連結決算の概要

売上高 営業利益

親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり配当金

2022年5月期 重点戦略2022年5月期 重点戦略2022年5月期 重点戦略

BPOサービスの更なる拡大、DXの推進
現在、当社グループでは様々な企業や団体の受付、総務、事務、経理、給与計算、営業・販売などの各種
業務やコンタクトセンターの運営を受託し、サービスを提供しています。業務の生産性の向上や効率化
への関心の高まりとともに、定められた期間に外部人材や外部リソースを有効活用するプロジェクト型
の業務委託の領域も拡大しています。
当社グループは、多様化する経営課題に対して様々なサービスメニューを複合的に提案できる体制を
構築するとともに、社内ではDX人材の育成を推進し、幅広い領域で展開するBPOサービスにRPAやAI
などのデジタルツールを活用するなど、より付加価値の高いサービスの提供を目指してまいります。

重点戦略 11

人生100年時代のキャリア形成の支援強化
「人生100年時代」を迎える我が国において個々のキャリア形成は多様化しており、企業への就職だけ
ではなくフリーランスで活躍する方や複数社で経験を活かす兼業・複業人材など、多様な働き方を希望
する人が増加しています。
当社グループは、現在も急拡大しているシニア層の人材派遣事業や経験豊富な人材を企業の顧問や
社外役員としてマッチングするプロフェッショナル・顧問人材のマッチングサービス、兼業・複業希望者
に向けたパラレルキャリアの支援のほか、従業員の多様なキャリア形成をお手伝いする「セーフプレース
メント・トータルサービス」の提供など、今後も若年層からシニア層まで幅広い世代のキャリア形成を
支援するサービスメニューの拡充に努めてまいります。

重点戦略 22

持続可能な社会に向けた地方創生事業の推進
当社グループは、2020年9月に本社機能の一部を兵庫県淡路島に段階的に移転することを発表し、拠点
分散によるBCP（事業継続計画）対策を進めるとともに、コロナ禍の影響を受けた若者や就労が困難なひ
とり親家庭の方、経験豊富なシニア世代まで、幅広い方々が活躍できる就労プログラムを開始しました。
また兵庫県及び淡路島内3市と企業誘致や企業の拠点拡充を目指す「淡路島パイロットHQ（ヘッドク
オーター）協議会」を発足させたほか、地方への人材移住と定着を目指す「ハイブリッドワークライフ協
会」を全国の地方自治体や民間企業など60以上の団体と設立し、多くの協業をスタートさせています。
今後も、地域に産業を創造することで就労機会を拡大させるとともに、地域と企業がともに成長する
持続可能な社会を実現する地方創生に取り組んでまいります。

重点戦略 33
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本　社 〒100‐6514 東京都千代田区丸の内1 - 5 - 1
 新丸の内ビルディング  

JOB HUB SQUARE 〒100‐8228 東京都千代田区大手町2 - 6 - 2

電　話 03-6734-0150

株式会社パソナグループ

証券コード 2168
事業年度 毎年6月1日から翌年5月31日
剰余金の配当基準日 5月31日（中間配当を行う場合は11月30日）
定時株主総会 毎年8月
株式売買の単位 100株
上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部
公告方法 電子公告　www.pasonagroup.co.jp/ir
 ただし、事故その他やむを得ない事由によって
 電子公告による公告をすることができない場合は、
 日本経済新聞に掲載して行う。
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社
事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
（郵便物送付先） 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
（電話照会先） 70120-288-324（フリーダイヤル）

株式情報 （2021年5月31日現在）

役 員 （2021年8月20日現在）

（%）■ 所有者別株式数

■ 株式の状況
会社が発行する株式の総数： 150,000,000株
発行済株式総数： 41,690,300株
株主数： 9,244名

代表取締役グループ代表
取締役会長
取締役副社長執行役員
取締役副社長執行役員
取締役副社長執行役員
取締役（常勤監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）
社外取締役（監査等委員）

南 部 靖 之
竹 中 平 蔵
深 澤 旬 子
山 本 絹 子
若 本 博 隆
野 村 和 史
舩 橋 晴 雄
古 川 一 夫
宮 田 亮 平

＊舩橋晴雄氏、古川一夫氏、宮田亮平氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

（注） 森本靖一郎氏、柿塚正勝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

パソナグループの特例子会社のパソナハートフルでは「才能に障害はない！」のコンセプトのもと、
1992年に「アート村」をスタートして以来、アートを通じて障害者の社会参加を支援しています。

株主メモ

パソナグループの事業活動や投資家情報など詳しくはＷＥＢサイトを
ご参照ください。

https://www.pasonagroup.co.jp

表紙の絵 ： 「夏の海の魚たち」

株式会社パソナハートフル  
アート村  アーティスト社員 醍醐 恵子

パソナグループ IRサイトの「株主通信 IRレター」では、
四半期決算毎（第1・2・3四半期）に決算概要や最新
ニューストピックなどをタイムリーにお知らせしています。
ぜひご覧ください。
www.pasonagroup.co.jp/ir/

株主通信
IRレターの
ご案内

金融機関  12.19
証券会社  1.50

その他国内法人  11.55
自己株式  4.30

個人・その他  47.27
外国法人等  23.19

「才能に障害はない」をコンセプトに、パ
ソナハートフルで絵を描くことを仕事と
する障害のあるアーティスト社員が、海
の中の生き物を想像しながら描きまし
た。イカ・エビ・サザエ・カメ・カキ・・・楽しい
海の生き物たちを探してみてください。

2020年6月1日～2021年5月31日

株式会社パソナグループ　  株 主 通 信

パソナグループの特例子会社であるパソナハートフルは、1992年に「アート村」をスタートして以来、
アートを通じて障害者の社会参加を支援しています。




