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コンプライアンスとリスクマネジメント 

NEC では、コンプライアンスを法令遵守はもちろんのこと、社会通念や一般常識までも含めた広義の概念としてとらえてい

ます。また、リスクマネジメントとは、コンプライアンス違反を含め、NEC の事業に影響を及ぼすリスクを適切に把握し、効

果的・効率的に対策を講じていく活動です。NEC は、コンプライアンスとリスクマネジメントを企業の存続そのものにかかわ

る活動と考え、トップマネジメントも含めた全社的な取り組みを継続的に実施しています。 

方針 

NEC は、健全な事業活動をとおして収益性を高め、社会への還元をはかることによって、企業として継続していくことが重要だと考えて 

います。そのために、関係法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民としての社会的責任を果たし、ステークホルダーからの信頼を 

得て、企業価値を高めることが必要だと認識しています。 

 

このような認識のもとで NEC では、「NEC グループ企業行動憲章」と「NEC グループ行動規範」に従って、コンプライアンス最優先の 

事業活動を行っています。 

 

コンプライアンスの実践にあたっては、「気づき」と「情報共有」をキーワードとして、役員や従業員の一人ひとりが、おかしなことを 

素朴に“変だ”と思う「気づき」の感覚を醸成し、上司や関係部門またはコンプライアンス・ホットラインに相談し「情報共有」することで、

組織として解決・改善していくことを基本としています。 

 

また、リスクマネジメントとしては、「リスク管理基本規程」に基づき、NEC グループとして一貫した方針のもとで、対策の漏れや重複を

避け、効果的かつ総合的にリスク管理体制を構築しています。全社的には、経営上、重点的に対策を講じる必要があるリスク（重点対策リス

ク）を毎年定め、それに関する対策を検討し、実行・評価を行っています。また、各部門や各子会社においては、それぞれの部門・会社の 

リスクに応じた管理活動を実行しています。 

 

 NECグループ企業行動憲章 

 NECグループ行動規範 

 

推進体制 

当社では、トップマネジメントを含めて、コンプライアンスの徹底とその効果的な実践に取り組んでおり、リスク・コンプライアンス 

委員会や内部統制推進部、経営監査本部を中心に活動をしています。  

 

1. 取締役会 

取締役会は、業務執行の監督という立場から、重大な不正事案に関する報告および重点対策リスクへの対応施策の状況等の報告を受

けます。 

 

2. 経営会議 

経営会議は、重点対策リスクその他経営戦略上の重要なリスクの審議を含め、経営方針や経営戦略など NEC グループの経営に関する重要

事項について審議します。 

 

3. 監査役 

監査役は、内部監査部門から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部者通報制度

「コンプライアンス・ホットライン」の運用状況の報告を受けることなどにより、執行状況の監査を行います。 

  

http://jpn.nec.com/profile/corp/necway/charter.html
http://jpn.nec.com/profile/corp/necway/conduct.html
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4. リスク・コンプライアンス委員会 

リスク・コンプライアンス委員会は、役員レベルで構成されており、不正行為の根本的な原因究明、再発防止・予防策の検討ならびにリス

ク管理に関する活動方針および重点対策リスクの選定・対応方針の審議を行います。重点対策リスクの具体的な施策に関する検討・進捗状

況について、担当部門から定期的に報告を受け、活動の成果や課題、今後の活動計画などを確認し、必要に応じて施策を改善・強化するた

めの方向性を指示するなど、全社のリスク管理の実施において監督機能を果たしています。 

 

5. 内部統制推進部 

内部統制推進部は、NEC グループ企業行動憲章および NECグループ行動規範の周知をはじめとしたコンプライアンス徹底のための各種施

策を企画立案し、実施しています。また、事業部門およびスタッフ部門が実施するリスクマネジメントが体系的かつ効果的に行われるよう

に、必要な支援・調整および指示を行います。 

例えば、社外からの情報収集やリスク管理実態調査、国内外の子会社との情報交換を通じ、子会社を含む各部門におけるリスク管理活動へ

の支援を継続的に実施して、NECグループ全体のリスク管理機能を強化しています。 

さらに、経営監査本部から定期的に監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、企業倫理・法令違反等の問題に関する内部者通報制度コ

ンプライアンス・ホットラインの運用状況の報告を受けています。 

 

6. 経営監査本部 

経営監査本部は、社長直轄の内部監査部門として、内部監査に関する専門知識を有するスタッフなどから構成されています。経営監査本

部は、NEC グループにおける適法かつ適正・効率的な業務執行の確保のための監査を実施し、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っ

ています。 

 

7. 国内外子会社におけるコンプライアンス推進体制 

国内子会社については、各社に設置したリスク・コンプライアンス責任者や推進者の活動などをとおして、コンプライアンス体制を整備し

ています。 

海外子会社については、世界 5 極の地域統括会社が、傘下の子会社を含めコンプライアンスを推進しています。 

また、コンプライアンスにかかわる問題については、国内外子会社から、緊急時および定期的に本社へ報告するためのルートを整備してい

ます。 

 

 
内部統制推進体制 

 

  

国内外子会社 
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2016 年度の主な活動実績 

コンプライアンス 

教育・啓発活動の展開 

当社では、全役員・従業員を対象として、コンプライアンスに関する Web教育を年 1 回実施してきました。この教育プログラムは国内子

会社でも活用され、2016 年度もほぼ全員が受講しました（修了率 98％）。また、社長が自らの言葉でコンプライアンスの重要性を伝えるフ

ォーラム「NEC ビジネスエシックス」を毎年開催しています。2016 年度は、「誠実な行動こそ信頼の源」をテーマに、コンプライアンスに

徹した誠実な行動により、すべてのステークホルダーから信頼を獲得することが最重要であることを確認しました。このほか、新入社員教育

や子会社役員・事業部長向け教育、階層別教育などの機会を活用して、NEC グループ行動規範に則った行動の重要性を強調しています。 

 

また、イントラネット上のポータルサイト「リスク・コンプライアンスの窓」（国内向け）や「DASHBOARD Global」（海外向け）におい

て、コンプライアンスに関する最新情報をグループ内に周知し、共有化をはかっています。さらに、PUSH 型のニュースレター「コンプライ

アンスニュース」を月 2 回発行して、事業環境を踏まえたタイムリーな話題を提供するとともに、現在約 170 件の事例が掲載されている

「NECグループ行動規範ケースシート」を毎年更新し、新入社員へ配付したり、管理職への昇格時教育の教材に利用したりするなど多方面で

活用しています。 

グローバルビジネス拡大への対応 

海外拠点においてコンプライアンスの徹底がこれまで以上に求められていることから、2015 年度から、海外子会社向けのコンプライアンス

教材を多言語化し（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語）、海外の子会社で教育を実施しています。また、コンプライアンスに関する

マネジメント機能の強化をはかるべく、海外子会社に赴任する幹部向けガイダンスや現地での幹部向け研修を 2015 年度に引き続き実施する

とともに、コンプライアンスチェックリストなどの提供も行いました。 

コンプライアンス・ホットライン（従業員やお取引先などからの相談・申告窓口） 

NEC では、風通しのよい職場環境をつくることがコンプライアンスにおいて極めて重要であると考えており、職場でコンプライアンスに関

する疑問や問題が生じたときには、上司や同僚あるいは関係部門に相談するよう従業員に徹底しています。加えて、NEC グループ行動規範に

違反、または違反するおそれのある行為に直面した場合に、従業員が相談できる窓口としてコンプライアンス・ホットラインを経営監査本部

に設置しています。このホットラインでは、利便性を高め広範囲のリスクにより早く対応するために、第三者機関にも受付窓口を設けてお

り、当社の従業員のみならず、国内の子会社やお取引先からも相談・申告を受け付けています。 

 

この制度の当社内の認知度は、この数年間 90％以上と高水準を維持しています（2016 年度は 95.8%）。なお、2016 年度におけるこの窓

口への相談・申告件数は 101 件でした。相談・申告の内容としては、倫理行動違反、nec グループ行動規範や社内ルールへの違反や不正、違

法行為の可能性の指摘などがありました。また、海外の子会社においても社内の相談・申告窓口に加えて第三者機関の受付窓口を設置してお

り、海外子会社の役員や従業員の利用が可能です。なお、同受付窓口に寄せられた通報は、当社でも共有しています。 

企業倫理への取り組みに関するアンケート調査 

役員・従業員の企業倫理への取り組み状況や企業倫理に関する意識を評価するために、役員・従業員を対象に、コンプライアンスに関する

Web 研修の際にアンケート調査を実施し、その結果を企業倫理向上に関する施策の立案・実施に役立てています。 

 

2016 年度に実施したアンケートの結果では、「コンプライアンス違反は絶対してはいけないと再認識した」「全社員がコンプライアンス最

優先という同じ思いになることが大切と思う」などのコメントが多く寄せられました。なお、アンケート結果の一部はイントラネットに掲載

し、役員・従業員にフィードバックしています。 
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コンプライアンスに関するセルフチェック 

2016 年度も、当社の全事業部長および国内子会社（上場子会社を除く）の事業部長を対象に、コンプライアンス・リスクに関する自部門で

の認識、自部門内のコンプライアンスに関する弱みの診断や問題の早期発見、早期対応を促すための自己点検活動「コンプライアンスに関す

るセルフチェック」を実施しました。回答者には、自部門での日頃のコンプライアンス活動に活かせるよう、その分析結果やベストプラクテ

ィス情報をフィードバックしています。 

リスクマネジメント 

「重点対策リスク」の選定とその対策 

内部統制推進部は、アンケート方式による「リスク管理実態調査」で把握した各部門のリスク評価の結果、経営監査本部による内部監査、

および監査役・外部監査人からの指摘事項などを踏まえ、対策の必要性、企業経営への影響の大きさおよび社会への影響度などの観点から、

毎年「重要リスク」を抽出しています。そして、重要リスクの中から、既存の対策の見直しを含めた新たな対策が必要となり、NEC グループ

存続への影響が特に大きいと評価されるリスクを、リスク・コンプライアンス委員会および経営会議で審議して「重点対策リスク」として選

定し、リスク・コンプライアンス委員会において指名された部門が中心となって、対策を講じています。 

 

2016 年度は、「国内外における競争法違反、贈収賄、不正に関わるリスク」および「建設業法違反に関わるリスク」を重点対策リスクとし

て選定しました。主な対策については、前項のコンプライアンス「教育・啓発活動の展開」および「公正な取引の推進」をご参照ください。 

外部団体の活動への参加 

経営倫理実践研究センター（BERC） 

経営倫理に関する国内外の情報収集や研究、企業活動におけるコンサルティング、企業人への啓発・普及などを行う一般社団法人経営倫理

実践研究センターに、当社は設立時（2000 年）から参加しています。当社は、この研究センターを通じて得られた他の企業における取り組み

事例などを、当社におけるコンプライアンスの徹底・浸透施策の立案に役立てています。 

. 経営倫理実践研究センター 

  

http://www.berc.gr.jp/
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目標と成果 

中期目標（2016～2018 年度） 

 

2016 年度の目標、成果・進捗、達成度 

（達成度：◎目標達成、〇目標ほぼ達成、△目標一部達成、Ｘ進捗なし） 

２．重点対策リスクへの対応などリスク管理

活動の継続による NEC グループの課題を

克服する。 

・2016 年度の「重点対策リスク」を選定し、リスク顕在化防止策を実行し

ました。 

◎ 

３．ホットラインの普及・周知活動の継続に

より、問題・課題の早期発見、早期解決

の促進をはかる。 

・「コンプライアンス・ホットライン」の認知度は、この数年間 90%以上

と高水準を維持しています（2016 年度は 95.8%）。 

◎ 

 

2017 年度の目標 

 

目標 成果・進捗 達成度 

１．国内外でのコンプライアンス教育の継続実

施により、従業員のコンプライアンス意識

の定着をはかる。 

・コンプライアンスWeb 教育を実施し、当社および国内子会社のほぼ全員

が受講しました（修了率 98%）。 

・社長が自らの言葉でコンプライアンスの重要性を伝える「NEC ビジネスエ

シックス」を開催しました。 

・新入社員教育や階層別教育（新任管理職／事業部長／役員向け等）を実施

しました。 

・国内子会社の全役員（一部子会社は事業部長も含む）向けコンプライアン

ス教育を実施しました。 

・海外子会社向けコンプライアンス教材を多言語化し、海外子会社各社で教

育を実施しました。 

・海外子会社への赴任者向けガイダンスや現地での幹部向け教育を実施しま

した。 

◎ 

 

１．国内外でのコンプライアンス教育の継続実

施により、従業員のコンプライアンス意識

の定着をはかる。 

・コンプライアンスWeb 教育の内容を見直し、さらなるコンプライアンス意識の定着を

はかります。 

２．重点対策リスクへの対応などリスク管理活

動の継続による NEC グループの課題を克

服する。 

・特に、不正防止の重要性に対する従業員の意識を高めるための施策を実施します。 

３．ホットラインの普及・周知活動の継続によ

り、問題・課題の早期発見、早期解決の促

進をはかる。 

・各種の教育においてコンプライアンス・ホットラインに言及するなどの方法により、

コンプライアンス・ホットラインに対する認知度の維持・向上をはかります。 

１．グループ全体での NEC グループ行動規範に基づく行動を継続して徹底する。 

２．効果的で効率的なリスク管理活動を継続して実施する。 

３．コンプライアンス・ホットラインの継続的運営、グループ全体での活用を促進する。 


