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コンプライアンスとリスク・マネジメント

取り組み方針 
社会ソリューション事業を展開する NEC にとって、お客さまをはじめとする社会からの信頼を獲得、維持することは最も大切なことであると考えています。 

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に照らして適切な行動をとること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、コンプライアンスを経営の基本に置くとともに、コンプライアンスとリスク・マネジメントを企業のガバナンスに欠かせない優先テーマ「マテリアリティ」として特定し、
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。

このような認識のもと、NEC では、「NEC グループ企業行動憲章」と「NEC グループ行動規範」を制定するとともに、これらを多言語化（英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語）
して海外連結子会社でも整備することにより、国内外でコンプライアンス最優先の事業活動を行っています。また、当社は、2017 年 2 月に競争法違反の事案に伴い、公正取引委員会から排
除措置命令および課徴金納付命令を受けましたが、この事実を忘れることなく、役員から従業員に至るまで、コンプライアンス意識の向上を図るため、新たに「NEC コンプライアンスの
日」を制定し、定期的にコンプライアンスについて振り返る環境を整えました。 

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内部者通報制度「コンプライアンス・ホットライン」に相談して「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 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 

 ESG 視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」 

https://jpn.nec.com/profile/corp/necway/foundation.html
https://jpn.nec.com/profile/corp/necway/foundation.html
http://jpn.nec.com/profile/corp/necway/conduct.html
http://jpn.nec.com/profile/corp/necway/conduct.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_03.pdf
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活動目標と成果・進捗 

中期目標（2018～2020年度） 
１．コンプライアンスの徹底 
・NEC グループ行動規範に基づくコンプライアンス最優先の組織風土の定着と公正な取引の推進。

２．適切なリスク・マネジメントの実行 
・事業遂行に影響を与える重要なリスクの選定と実効性ある対策の立案と実行。

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） 

中期目標 2017年度の目標 2017年度の成果・進捗 達成度 2018年度の目標 
１．コンプライアン

スの徹底
・ コンプライアンスWeb教育の実施。
・ 「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。

・ 「NECコンプライアンスの日」（11月 18日）
を制定しました。

・ コンプライアンスWeb教育を実施しました（当
社受講率 98.3%）。

・ 「コンプライアンス・ホットライン」の認知率が
向上しました（当社認知率 96.9%）。

◎ ・ 「NECコンプライアンスの日」に合わせた経営幹
部からのメッセージ発信。

・ コンプライアンスWeb教育の受講率向上（当社
受講率 98%以上）。

・ 「コンプライアンス・ホットライン」への通報件
数 100件以上。

・ 重大なカルテル・談合行為の発生 0件

２．適切なリスク・
マネジメントの
実行

・ 不正防止の重要性に対する従業員の意識を高める
ための施策の実施。

・ 公正取引委員会から排除措置命令および課徴金
納付命令を受けた事案を振り返る再発防止教育を
実施。

・ 競争法違反の防止を目的とした人事ローテーショ
ンの実施。

・ 全従業員参加の職場懇談会を実施しました。
・ 当社が起こした３件の談合事案の事実関係を伝え
る対面教育を全国で約 140回実施しました。

・ 競争法違反の防止を目的として、長期間同一の官
公庁系の顧客を担当している従業員に対して人事
異動または担当変更を行いました。

◎ ・重点対策リスクに対する実効性ある施策の立案と
実行
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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 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。

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 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 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.連結子会社におけるコンプライアンス推進体制
国内連結子会社については、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。

海外連結子会社については、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関わる問題については、連
結子会社から、緊急時および定期的に当社へ報告するため
のルートを整備しています。 

内部統制推進体制 
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2017年度の主な活動実績 

コンプライアンス 
 
「NECコンプライアンスの日」の制定 
当社は、2016 年 7 月に、東京電力株式会社（現東京電

力ホールディングス株式会社）との電力保安通信用機器の
取引に関して、2017 年 2 月に、消防救急デジタル無線機
器の取引および中部電力株式会社との電力保安通信用機器
の取引に関して、公正取引委員会から独占禁止法違反の認
定を受けました。これらの事実を忘れることなく、一人ひ
とりが、コンプライアンスの重要性を再確認する日として
本社および全国の支社が消防救急デジタル無線機器の取引
に関する立ち入り検査を受けた 11 月 18 日を「NEC コン
プライアンスの日」と定めました。 

 
2017 年度は、「NEC コンプライアンスの日」に合わせ

て、社長、チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）、
全事業部長（約 130 名）、国内連結子会社社長からメッ
セージを発信し、あらためてコンプライアンスの重要性を
全従業員に徹底しました。 
事業部長のメッセージに対しては、当該事業部の部員に

よる評価を実施し、コンプライアンスのより一層の推進を
目的として、全事業部長に評価結果をフィードバックしま
した。 
また、新野社長のメッセージ「コンプライアンス最優

先！」「誠実なマインドとフェアな行動」を訴えかけるポ
スターを作成し、国内の全拠点に掲示しています。 
 
さらに、「NEC コンプライアンスの日」の前後には、

不正会計防止や競争法遵守などをテーマに当社および国内
連結子会社において職場懇談会を行い、自らコンプライア
ンスについて考える機会を設けました。 

国内外における教育・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 回実施しています（当社
受講率 98.3%）。この教育プログラムは国内連結子会社
でも活用され、2017 年度もほぼ全員が受講しました（国
内連結子会社受講率 98.0％）。また、海外向けのコンプ
ライアンスに関する Web 教育を多言語化し（英語、スペ
イン語、ポルトガル語、中国語）、海外連結子会社でも実
施しました。実施後は、NEC グループ行動規範をはじめ
とした社内ポリシーを遵守する旨の誓約を従業員から取得
しています。 

 
「NEC ビジネスエシックス」は、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ためのフォーラムであ
り、毎年、当社および国内連結子会社を対象に、開催され
ています。2017 年度は、「3 つの信頼～事業の成長に注
力するために」をテーマに、誠実でフェアな業務遂行によ
りコンプライアンス違反を一掃し、お客様、株主および職
場のメンバーからの信頼を軸に事業の成長に注力していく
ことを確認しました。 

 
このほか、当社では、新入社員教育や新任役員、新任

事業部長向け等の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、海外におけるコンプライアンスのマネジメ
ント強化のため、海外連結子会社に赴任する幹部や現地の
幹部向けに研修を実施しています。 
コンプライアンスに関する最新情報については、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 NEC 内に周知し、共有しています。ま
た、PUSH 型のニュースレター「コンプライアンス 

ニュース」を毎月発行して、事業環境を踏まえたタイムリー
な話題を提供しています。 

 
さらに、コンプライアンスに関連する身近な事例（約

170 件）をもとに、当社および国内連結子会社向けに、従
業員が行動する際の留意点を紹介する「NEC グループ行
動規範ケースシート」を作成しています。当社では、この
ケースシートの内容について毎年見直しを行い、イントラ
ネット上のポータルサイトに掲載したり、管理職への昇格
時教育の教材に利用したりするなど、継続して啓発活動を
行っています。 

 
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。 

 
また、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
窓口として内部者通報制度「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。 
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コンプライアンス・ホットラインへの相談や申告の事

実とその内容については、対応に従事する関係者により秘
密の厳守が保証されています。また、相談者は、相談や申
告の事実により不利益を受けることは一切ありません。当
社は、これらの内容をイントラネットで明示するととも
に、教育等の機会を通じて従業員に周知しています。 

 
当社では、コンプライアンス・ホットラインは、コン

プライアンスに抵触する可能性のある行為を早期に把握す
るうえでも有用な制度であり、この制度を従業員に周知
し、利用を促進することが大切であると考えています。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（2017 年度は 96.9%と過去最高）。
その結果、2017 年度におけるこの窓口への相談・申告件
数は 118 件で、前年度から 17 件増加しました。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、これらについては適切に対処しています。 

 
また、海外連結子会社においても第三者機関の受付窓

口を設置しており、当該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やそれに対する

海外連結子会社の対応状況については、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

に関する意識評価を目的に、コンプライアンスに関する
Web 研修の際に、役員・従業員を対象にアンケート調査
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。 

2017 年度に実施したアンケートの結果では、「上司と
部下のコミュニケーションが円滑になる職場作りを NEC
の文化にできるよう、取り組んでいきたい」「一人のコン
プライアンス違反が会社の業績に大きなダメージを与えか
ねないということを理解できた。今後の自身の行動を律し
ようと強く感じた」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。 

 

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および
経営監査本部による内部監査における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 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。 

2017 年度は、「不正会計に関わるリスク」、「競争法
違反に関わるリスク」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。これらのリス
クに係る主な対策については、前項の「国内外における教
育・啓発活動の展開」および次項の「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社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 
 
日本経済団体連合会 企業行動・CSR委員会 
上記委員会の下に設置された「企業行動憲章改定タス

クフォース」において、経団連の企業行動憲章の改定作
業に参画しました。当社は、行動憲章およびその実行の
手引きの改定作業において、特に当社との関連性が深い
サイバーセキュリティや個人情報の保護・利活用の部分
の執筆を担当する等の協力を行いました。 

 

 
 

コンプライアンス・ホットラインの仕組み 

http://www.berc.gr.jp/
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