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対照表： GRI (Global Reporting Initiative) 

 
「NEC サステナビリティレポート 2018」は、GRIスタンダードを参照して制作して
います。 
  ※：GRIスタンダード中核項目 
  ◯：GRIスタンダード 200～400番台において、NECのマテリアリティと 
    関連する項目 

 GRI＝Global Reporting Initiative 

一般開示項目 
102：一般開示事項 

1組織のプロフィール 

ID  報告要求事項 関連ページ 

102-1 ※ 組織の名称 プロフィール 

102-2 ※ 活動、ブランド、製品、サービス 事業内容 

102-3 ※ 本社の所在地 プロフィール 

102-4 ※ 事業所の所在地 海外グループ関係会社 

102-5 ※ 所有形態および法人格 有価証券報告書 

102-6 ※ 参入市場 有価証券報告書 

102-7 ※ 組織の規模 会社概要 

 
ID  報告要求事項 関連ページ 

102-8 ※ 従業員およびその他の労働者に関する 

情報 

データ集                

「雇用形態別従業員数」

「男女別従業員数」 

ダイバーシティ＆       

インクルージョン 

102-9 ※ サプライチェーン サプライチェーン・    

マネジメント 

102-10 ※ 組織およびそのサプライチェーンに 

関する重大な変化 

有価証券報告書 

102-11 ※ 予防原則または予防的アプローチ 環境負荷低減 

製品含有化学物質規制へ

の対応 

  

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://jpn.nec.com/profile/profile.html
http://jpn.nec.com/profile/outline.html
http://jpn.nec.com/profile/profile.html
http://www.nec.com/en/global/office/index.html
https://jpn.nec.com/ir/pdf/securities/2017/2017180_04.pdf
https://jpn.nec.com/ir/pdf/securities/2017/2017180_04.pdf
http://jpn.nec.com/profile/corp.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
https://jpn.nec.com/ir/pdf/securities/2017/2017180_04.pdf
http://jpn.nec.com/eco/ja/issue/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/product/chemical/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/product/chemical/index.html
https://www.globalreporting.org/languages/japanese/
https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=19
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ID 報告要求事項 関連ページ 
102-12 ※ 外部イニシアティブ 国連グローバル・       

コンパクト

JEITA責任ある鉱物調達

検討会 

BERC 

NECのデザインに関する

社外活動 

対照表：ISO26000 

102-13 ※ 団体の会員資格  国連グローバル・       

コンパクト

JEITA責任ある鉱物調達

検討会  

BERC 

多様なステークホルダー

との対話事例 

2戦略 

ID 報告要求事項 関連ページ 

102-14 ※ 上級意思決定者の声明 トップメッセージ

102-15 重要なインパクト、リスク、機会 アニュアル・レポート

ESG視点の経営優先テー

マ「マテリアリティ」

3倫理と誠実性 

ID 報告要求事項 関連ページ

102-16 ※ 価値観、理念、行動基準・規範 NECグループ行動規範 

102-17 倫理に関する助言および懸念のための 

制度 
コンプライアンスと

リスク・マネジメント

人権の尊重 

4ガバナンス 

ID 報告要求事項 関連ページ 

102-18 ※ ガバナンス構造 コーポレート・

ガバナンス 

102-19 権限移譲 ― 

102-20 経済、環境、社会項目に関する役員 

レベルの責任

サステナブル経営

102-21 経済、環境、社会項目に関する 

ステークホルダーとの協議

サステナブル経営

102-22 最高ガバナンス機関およびその委員会

の構成 

コーポレート・

ガバナンス 

コーポレート・

ガバナンス報告書 

102-23 最高ガバナンス機関の議長 コーポレート・

ガバナンス報告書 

役員一覧

https://www.globalreporting.org/languages/japanese/
http://ungcjn.org/gcjn/state/members.html
http://ungcjn.org/gcjn/state/members.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf#page=5
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf#page=5
http://jpn.nec.com/design/activity/index.html
http://jpn.nec.com/design/activity/index.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/iso26000.html
https://www.globalreporting.org/languages/japanese/
http://ungcjn.org/gcjn/state/members.html
http://ungcjn.org/gcjn/state/members.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf#page=5
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf#page=5
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_02.pdf
https://jpn.nec.com/ir/library/annual/2017/management/index.html
https://jpn.nec.com/ir/library/annual/index.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_03.pdf
http://jpn.nec.com/profile/corp/necway/conduct.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
https://jpn.nec.com/profile/governance.html?id=nec
https://jpn.nec.com/profile/governance.html?id=nec
https://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
https://jpn.nec.com/profile/governance.html?
https://jpn.nec.com/profile/governance.html?
https://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance.pdf
https://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance.pdf
https://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance.pdf
https://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance.pdf
https://jpn.nec.com/profile/corp/executives.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf#page=4
https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf#page=4
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ID  報告要求事項 関連ページ 
102-24 

 
最高ガバナンス機関の指名と選出  コーポレート・           

ガバナンス 

コーポレート・          

ガバナンス報告書 

102-25 
 

利益相反 コーポレート・          

ガバナンス報告書 

102-26 
 

目的、価値観、戦略の設定における 

最高ガバナンス機関の役割 

サステナブル経営 

102-27 
 

最高ガバナンス機関の集合的知見 ESG視点の経営優先テー

マ「マテリアリティ」 

サステナブル経営 

102-28 
 

最高ガバナンス機関のパフォーマンス 

の評価 

サステナブル経営 

ESG視点の経営優先テー

マ「マテリアリティ」 

102-29 
 

経済、環境、社会へのインパクトの特

定とマネジメント 

サステナブル経営 

マテリアリティに関する

有識者との対話 

102-30 
 

リスクマネジメント・プロセスの 

有効性 

サステナブル経営 

 
 
 
 
 

ID  報告要求事項 関連ページ 

102-31 
 

経済、環境、社会のレビュー マテリアリティに関する

有識者との対話 

102-32 
 

サステナビリティ報告における最高 

ガバナンス機関の役割 

サステナブル経営 

102-33 
 

重大な懸念事項の伝達 コンプライアンスと    

リスク・マネジメント 

102-34 
 

伝達された重大な懸念事項の性質と 

総数 

― 

102-35 
 

報酬方針 役員報酬の内容 

102-36 
 

報酬の決定プロセス 役員報酬の内容 

102-37 
 

報酬に関するステークホルダーの関与 ― 

102-38 
 

年間報酬総額の比率 ― 

102-39 
 

年間報酬総額比率の増加率 ― 

5ステークホルダー・エンゲージメント 

ID  報告要求事項 関連ページ 

102-40 ※ ステークホルダー・グループのリスト ステークホルダーとの  

対話・共創 

102-41 ※ 団体交渉協定 有価証券報告書 

「従業員の状況」 

 
 
 
 
 

https://jpn.nec.com/profile/governance.html?
https://jpn.nec.com/profile/governance.html?
https://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance.pdf
https://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance.pdf
https://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance.pdf
https://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance.pdf
https://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/index.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/dialogue.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/dialogue.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/index.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/dialogue.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/dialogue.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/index.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
https://jpn.nec.com/profile/governance/evecutiveremuneration.html
https://jpn.nec.com/profile/governance/evecutiveremuneration.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html?
https://jpn.nec.com/ir/pdf/securities/2017/2017180_04.pdf
https://jpn.nec.com/ir/pdf/securities/2017/2017180_04.pdf
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ID  報告要求事項 関連ページ 
102-42 ※ ステークホルダーの特定および選定 ステークホルダーとの  

対話・共創 

NPOとの連携にあたって

のガイドライン（社会貢

献活動） 

102-43 ※ ステークホルダー・エンゲージメント 

へのアプローチ方法 

ステークホルダーとの     

対話・共創 

102-44 ※ 提起された重要な項目および懸念 ステークホルダーとの  

対話・共創 

6報告実務 
ID  報告要求事項 関連ページ 

102-45 ※ 連結財務諸表の対象になっている 

事業体  

プロフィール 
組織体制 

102-46 ※ 報告書の内容および項目の該当範囲の 

確定 

サステナブル経営 

情報開示方針 

環境アニュアルレポート

報告対象範囲 

102-47 ※ マテリアルな項目のリスト サステナブル経営 

ESG視点の経営優先テー

マ「マテリアリティ」 

 
 
 
 

ID  報告要求事項 関連ページ 
102-48 ※ 情報の再記述 データ集「人権啓発集

合研修受講者数」 

102-49 ※ 報告における変更 変更なし 

102-50 ※ 報告期間 情報開示方針 

環境アニュアルレポート

報告対象範囲 

102-51 ※ 前回発行した報告書の日付 情報開示方針 

102-52 ※ 報告サイクル 情報開示方針 

102-53 ※ 報告書に関する質問の窓口 NECへのご質問・ご意見 

102-54 ※ GRIスタンダードに準拠した報告であ

ることの主張 

対照表： GRI (Global 

Reporting Initiative) 

102-55 ※ 内容索引 対照表： GRI (Global 

Reporting Initiative) 

102-56 ※ 外部保証 第三者保証 
環境レポート第三者意見 

  

http://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html?
http://jpn.nec.com/community/ja/intro/index.html
http://jpn.nec.com/community/ja/intro/index.html
http://jpn.nec.com/community/ja/intro/index.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/stakeholder.html?
http://jpn.nec.com/profile/profile.html
http://jpn.nec.com/profile/organization.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/editorial/index.html?
http://jpn.nec.com/eco/ja/annual/company/index.html
http://jpn.nec.com/eco/ja/annual/company/index.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=19
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=19
http://jpn.nec.com/csr/ja/editorial/index.html?
http://jpn.nec.com/eco/ja/annual/company/index.html
http://jpn.nec.com/eco/ja/annual/company/index.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/editorial/index.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/editorial/index.html?
https://jpn.nec.com/cgi-bin/cs/opinion_form.cgi
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/gri.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/gri.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/gri.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/gri.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/assurance/index.html
http://jpn.nec.com/eco/ja/annual/opinion/index.html
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103：マネジメント手法 

ID  報告要求事項 関連ページ 

103-1 ※ マテリアルな項目とその該当範囲の説

明 

ESG視点の経営優先テー

マ「マテリアリティ」 

103-2 
 

マネジメント手法とその要素 

 

ESG視点の経営優先テー

マ「マテリアリティ」 

103-3 
 

マネジメント手法の評価 ESG視点の経営優先テー

マ「マテリアリティ」 

マテリアリティに関する

有識者との対話 

 

特定スタンダード 200：経済 300：環境 400：社会 
200：経済 

201経済パフォーマンス 

ID  報告要求事項 関連ページ 

201-1 
 

創出、分配した直接的経済価値 ― 

201-2 
 

気候変動による財務上の影響、 

その他のリスクと機会 

― 

201-3 
 

確定給付型年金制度の負担、 

その他の退職金制度 

― 

201-4 
 

政府から受けた資金援助 ― 

202地域経済での存在感 

ID  報告要求事項 関連ページ 

202-1 
 

地域最低賃金に対する標準新人給与の 

比率（男女別） 

― 

202-2 
 

地域コミュニティから採用した上級管 

理職の割合 

― 

203間接的な経済的インパクト 

ID  報告要求事項 関連ページ 

203-1 
 

インフラ投資および支援サービス ― 

203-2 
 

著しい間接的な経済的インパクト ― 

204調達慣行 

ID  報告要求事項 関連ページ 

204-1 
 

地元サプライヤーへの支出の割合 ― 

http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/materiality.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/dialogue.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/dialogue.html
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205腐敗防止 

ID  報告要求事項 関連ページ 

205-1 ◯ 腐敗に関するリスク評価を行っている

事業所 

コンプライアンスと  

リスク・マネジメント 

205-2 ◯ 腐敗防止の方針や手順に関するコミュ 

ニケーションと研修 

コンプライアンスと  

リスク・マネジメント 

205-3 ◯ 確定した腐敗事例と実施した措置 公正な取引の推進 

206反競争的行為 

ID  報告要求事項 関連ページ 

206-1 ◯ 反競争的行為、反トラスト、独占的慣 

行により受けた法的措置 

公正な取引の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300：環境 

301原材料 

ID  報告要求事項 関連ページ 

301-1 
 

使用原材料の重量または体積 マテリアルバランス 

301-2 
 

使用したリサイクル材料 マテリアルバランス 

301-3 
 

再生利用された製品と梱包材 マテリアルバランス 

302エネルギー 

ID  報告要求事項 関連ページ 

302-1 
 

組織内のエネルギー消費量 マテリアルバランス 

エネルギー 

302-2 
 

組織外のエネルギー消費量 マテリアルバランス 

302-3 
 

エネルギー原単位 エネルギー 

302-4 
 

エネルギー消費量の削減 エネルギー 

302-5 
 

製品およびサービスのエネルギー必要 

量の削減 

NECグループ環境経営行

動計画 2020/2030 

製品のエネルギー効率改

善 

303水 

ID  報告要求事項 関連ページ 

303-1 
 

水源別の取水量 マテリアルバランス 

水 

303-2 
 

取水によって著しい影響を受ける水源 ― 

  

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_04.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_04.pdf
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/issue/energy.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/issue/energy.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/issue/energy.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/environmental-plan/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/environmental-plan/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/climatechange/products/efficiency.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/climatechange/products/efficiency.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/issue/chemical/warter.html
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ID  報告要求事項 関連ページ 
303-3 

 
リサイクル・リユースした水 マテリアルバランス 

水 

304生物多様性 

ID  報告要求事項 関連ページ 

304-1 
 

保護地域および保護地域ではないが 

生物多様性価値の高い地域、もしくは 

それらの隣接地域に所有、賃借、管理 

している事業サイト 

― 

 

304-2 
 

活動、製品、サービスが生物多様性に 

与える著しいインパクト 

生物多様性保全 

304-3 
 

生息地の保護・復元 ― 

304-4 
 

事業の影響を受ける地域に生息する 

IUCNレッドリストならびに国内保全 

種リスト対象の生物種生物多様性保全 

生物多様性保全 

305大気への排出 

ID  報告要求事項 関連ページ 

305-1 ○ 直接的な温室効果ガス（GHG）排出量 

（スコープ 1） 

CO₂排出量実績 

305-2 ○ 間接的な温室効果ガス（GHG）排出量 

（スコープ 2） 

CO₂排出量実績 

305-3 ○ その他の間接的な温室効果ガス 

（GHG）排出（スコープ 3） 

サプライチェーン全体で

のCO₂排出量 

 

ID  報告要求事項 関連ページ 
305-4 ○ 温室効果ガス（GHG）排出原単位 CO₂排出量実績 

305-5 ○ 温室効果ガス（GHG）排出量の削減量 CO₂排出量実績 

305-6 
 

オゾン層破壊物質（ODS）の排出量 ― 

305-7 
 

窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物 

（SOx）、およびその他の重大な大気 

排出物 

マテリアルバランス 

NOx、SOxの排出量 

306排水および廃棄物 

ID  報告要求事項 関連ページ 

306-1 
 

排水の水質および排出先 マテリアルバランス 

水 

306-2 
 

種類別および処分方法別の廃棄物 マテリアルバランス 

廃棄物 

306-3 
 

重大な漏出 法違反・事故・苦情の 

状況 

306-4 
 

有害廃棄物の輸送 ― 

306-5 
 

排水や表面流水によって影響を受ける 

水域 

― 

 

307環境コンプライアンス 

ID  報告要求事項 関連ページ 

307-1 
 

環境法規制の違反 法違反・事故・苦情の 

状況 

  

https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/issue/chemical/warter.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/life/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/life/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/co2/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/co2/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/issue/chemical/a_s_w.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/issue/chemical/warter.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/mass/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/issue/waste/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/management/risk/complaint.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/management/risk/complaint.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/management/risk/complaint.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/management/risk/complaint.html
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308サプライヤーの環境面のアセスメント 

ID  報告要求事項 関連ページ 

308-1 
 

環境基準により選定した新規サプライ 

ヤー 

調達活動 

308-2 
 

サプライチェーンにおけるマイナスの 

環境インパクトと実施した措置 

サプライチェーン全体で

のCO₂排出量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400：社会 

401雇用 

ID  報告要求事項 関連ページ 

401-1 
 

従業員の新規雇用と離職 ― 

401-2 
 

正社員には支給され、非正規社員には 

支給されない手当 

― 

401-3 
 

育児休暇 

 

多様な働き方への 

環境づくり 

データ集 

「育児休職取得者数」 

402労使関係 

ID  報告要求事項 関連ページ 

402-1 
 

事業上の変更に関する最低通知期間 ― 

403労働安全衛生 

ID  報告要求事項 関連ページ 

403-1 
 

正式な労使合同安全衛生委員会への 

労働者代表の参加 

安全と健康 

403-2 
 

傷害の種類、業務上傷害・業務上 

疾病・休業日数・欠勤および業務上の 

死亡者数 

安全と健康 

データ集「労働災害」 

403-3 
 

疾病の発症率あるいはリスクが高い 

業務に従事している労働者 

― 

 

 
 

https://jpn.nec.com/purchasing/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/co2/index.html
https://jpn.nec.com/eco/ja/announce/co2/index.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=20
https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=20
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_16.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_16.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=20
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ID  報告要求事項 関連ページ 

403-4 
 

労働組合との正式協定に含まれている 

安全衛生条項 

安全と健康 

404研修と教育 

ID  報告要求事項 関連ページ 

404-1 ◯  従業員一人あたりの年間平均研修時間 人財開発・育成 

データ集「従業員一人 

当たり研修受講数」 

404-2 ◯ 従業員スキル向上プログラムおよび 

移行支援プログラム 

人財開発・育成 

 

404-3 ◯ 業績とキャリア開発に関して定期的な 

レビューを受けている従業員の割合 

人財開発・育成 

多様な働き方への 

環境づくり 

405ダイバーシティと機会均等 

ID  報告要求事項 関連ページ 

405-1 ◯ ガバナンス機関および従業員の 

ダイバーシティ 

 

 

データ集      

「男女別従業員数」  

「年齢層別従業員数」

「雇用形態別従業員数」 

405-2 
 

基本給と報酬総額の男女比 

 

― 

 
 
 
 

406非差別 

ID  報告要求事項 関連ページ 

406-1 ○ 差別事例と実施した救済措置 コンプライアンスと  

リスク・マネジメント 

CS(顧客満足)への   

取り組み 

人権の尊重 

データ集「コンプライア

ンス・ホットライン相談

件数」「人権ホットライ

ン相談窓口相談件数」 

407結社の自由と団体交渉 

ID  報告要求事項 関連ページ 

407-1 ○ 結社の自由や団体交渉の権利がリスク 

にさらされる可能性のある事業所およ 

びサプライヤー 

コンプライアンスと  

リスク・マネジメント 

人権の尊重 

408児童労働 

ID  報告要求事項 関連ページ 

408-1 ○ 児童労働事例に関して著しいリスクが 

ある事業所およびサプライヤー 

コンプライアンスと  

リスク・マネジメント 

  

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_16.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_15.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_15.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_15.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=19
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=19
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=18
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=18
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=18
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=18
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=20
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=19
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=19
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409強制労働 

ID  報告要求事項 関連ページ 

409-1 ○ 強制労働事例に関して著しいリスクが 

ある事業所およびサプライヤー 

コンプライアンスと  

リスク・マネジメント 

人権の尊重 

NECグループの英国現代

奴隷法への対応（宣言

書） 

410保安慣行 

ID  報告要求事項 関連ページ 

410-1 
 

人権方針や手順について研修を受けた 

保安要員 

― 

411先住民族の権利 

ID  報告要求事項 関連ページ 

411-1 
 

先住民族の権利を侵害した事例 ― 

412人権アセスメント 

ID  報告要求事項 関連ページ 

412-1 ○ 人権レビューやインパクト評価の対象 

とした事業所 

― 

412-2 ○ 人権方針や手順に関する従業員研修 人権の尊重 

データ集「人権啓発集合 

研修受講者数」 

 
 

ID  報告要求事項 関連ページ 

412-3 ○ 人権条項を含むもしくは人権スクリー 

ニングを受けた重要な投資協定および 

契約 

― 

413地域コミュニティ 

ID  報告要求事項 関連ページ 

413-1 
 

地域コミュニティとのエンゲージメン 

ト、インパクト評価、開発プログラム 

を実施した事業所 

地域社会との連携 

CS(顧客満足)への   

取り組み 

413-2 
 

地域コミュニティに著しいマイナスの 

インパクト（顕在的、潜在的）を及ぼ 

す事業所 

― 

414サプライヤーの社会面のアセスメント 

ID  報告要求事項 関連ページ 

414-1 
 

社会的基準により選定した新規サプラ

イヤー 

― 

414-2 
 

サプライチェーンにおけるマイナスの 

社会的インパクトと実施した措置 

― 

415公共政策 

ID  報告要求事項 関連ページ 

415-1 
 

政治献金 ― 

  

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
https://jpn.nec.com/csr/ja/modernslavery/index.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/modernslavery/index.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/modernslavery/index.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_04.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_18.pdf#page=19
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416顧客の安全衛生 

ID  報告要求事項 関連ページ 

416-1 ◯ 製品およびサービスのカテゴリーに 

対する安全衛生インパクトの評価 

品質・安全性の確保 

環境配慮型製品 

416-2 ◯ 製品およびサービスの安全衛生インパ 

クトに関する違反事例 

NECからの重要な 

お知らせ 

417マーケティングとラベリング 

ID  報告要求事項 関連ページ 

417-1 
 

製品およびサービスの情報とラベリン 

グに関する要求事項 

品質・安全性の確保 

417-2 
 

製品およびサービスの情報とラベリン 

グに関する違反事例 

品質・安全性の確保 

417-3 
 

マーケティング・コミュニケーション 

に関する違反事例 

― 

418顧客プライバシー 

ID  報告要求事項 関連ページ 

418-1 ◯ 顧客プライバシーの侵害および顧客 

データの紛失に関して具体化した 

不服申立 

個人情報保護、    

プライバシー 

419社会経済面のコンプライアンス 

ID  報告要求事項 関連ページ 

419-1 ◯  社会経済分野の法規制違反 コンプライアンスと  

リスク・マネジメント 
 

対照表：国連グローバル・コンパクト 

対照表：ISO26000 

 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_10.pdf
http://jpn.nec.com/eco/ja/product/index.html
http://jpn.nec.com/news/info.html
http://jpn.nec.com/news/info.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_10.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_10.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_12.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_12.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/ungc.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/iso26000.html?
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対照表： 国連グローバル・コンパクト 

国際連合が提唱する「国連グローバル・コンパクト」の 10原則と NECのサステナ

ビリティへの取り組みとの対照表です。 

 

国連グローバル・コンパクト原則 該当ページ 

人権 原則 1 

企業はその影響の及ぶ範囲内で国際的

に宣言されている人権の擁護を支持

し、尊重する。 

人権の尊重 
ダイバーシティ＆インクルージョン 

サプライチェーン・マネジメント 

原則 2 

人権侵害に加担しない。 

労働

基準 

原則 3 

組織結成の自由と団体交渉の権利を実

効あるものにする。 

多様な働き方への環境づくり 
ダイバーシティ＆インクルージョン 

人権の尊重 

安全と健康 

サプライチェーン・マネジメント 

原則 4 

あらゆる形態の強制労働を排除する。 

原則 5 

児童労働を実効的に廃止する。 

原則 6 

雇用と職業に関する差別を撤廃する。 

国連グローバル・コンパクト原則 該当ページ 

環境 原則 7 

環境問題の予防的なアプローチを支持

する。 

環境経営への取り組み 

原則 8 

環境に関していっそうの責任を担うた

めのイニシアチブをとる。 

原則 9 

環境にやさしい技術の開発と普及を促

進する。 

腐敗

防止 

原則 10 

強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐

敗を防止するために取り組む。 

公正な取引の推進 

コンプライアンスとリスク・マネジ

メント 

 対照表：GRI (Global Reporting Initiative) 

 対照表：ISO26000 

 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_16.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_17.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_04.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/iso26000.html?
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/gri.html?
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対照表： ISO26000 

ISO26000の 7つの中核主題および 36の課題と NECのサステナビリティへの取
り組みとの対照表です。 

ISO26000の 

中核主題 
課題 該当ページ 

組織統治 1.組織統治 コーポレート・ガバナンス 

サステナブル経営 
コンプライアンスとリスク・

マネジメント 
事業継続 
情報セキュリティとサイバー

セキュリティ 

個人情報保護、プライバシー 

人権 1.デュー・ディリジェンス 

2.人権に関する危機的状況 

3.加担の回避 

4.苦情解決 

5.差別及び社会的弱者 

6.市民的及び政治的権利 

7.経済的、社会的及び文化的権利 

8.労働における基本的原則および 

 権利 

人権の尊重 

コンプライアンスとリスク・

マネジメント 
サプライチェーン・マネジメ

ント 

多様な働き方への環境づくり 

ISO26000の 

中核主題 
課題 該当ページ 

労働慣行 1.雇用および雇用関係 

2.労働条件および社会的保護 

3.社会対話 

4.労働における安全衛生 

5.職場における人材育成及び訓練 

多様な働き方への環境づくり 

安全と健康 

ダイバーシティ＆インクルー

ジョン 

人財開発・育成 

環境 1.汚染の予防 

2.持続可能な資源の使用 

3.気候変動緩和および適応 

4.環境保護、生物多様性、及び 

 自然生息地の回復 

環境経営への取り組み 

公正な事業慣行 1.汚職防止 

2.責任ある政治的関与 

3.公正な競争 

4.バリューチェーンにおける社会 

 的責任の推進 

5.財産権の尊重 

公正な取引の推進  
コンプライアンスとリスク・

マネジメント 

サプライチェーン・マネジメ

ント 

 

 
  

https://jpn.nec.com/csr/ja/governance/governance.html?
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_05.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_06.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_06.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_12.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_16.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_15.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_17.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_04.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
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ISO26000の 

中核主題 
課題 該当ページ 

消費者課題 1.公正なマーケティング、情報 

及び契約慣行 

2.消費者の安全衛生の保護 

3.持続可能な消費 

4.消費者に対するサービス、 

 支援並びに苦情及び紛争解決 

5.消費者データ保護及び 

 プライバシー 

6.必要不可欠なサービスへの 

 アクセス 

7.教育及び意識向上 

CS（顧客満足）への取り組

み 

品質・安全性の確保 

個人情報保護、プライバシー 

人権の尊重 

コミュニティへ

の参画及び発展 

1.コミュニティへの参画 

2.教育及び文化 

3.雇用創出及び技能開発 

4.技術の開発及び技術への 

 アクセス 

5.富及び所得の創出 

6.健康 

7.社会的投資 

サステナブル経営 
イノベーション・マネジメン

ト 

地域社会との連携 

社会貢献活動 

 対照表：GRI (Global Reporting Initiative) 

 対照表：国連グローバル・コンパクト 

 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_03.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_10.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_10.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_12.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/management/management.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_06.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_06.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_04.pdf
http://jpn.nec.com/community/ja/index.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/ungc.html
https://jpn.nec.com/csr/ja/guidelines/gri.html?
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第三者保証 

NEC サステナビリティレポート 2018では、以下の保証報告書に記載されている項目について、第三者による保証を受けました。 
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情報開示方針 

 

報告対象範囲 
掲載事項については日本電気(株)(＝当社)にのみ適用されるものと、NEC グループも含まれているものがあります。サステナビリティ情報開示では、特段の断りがないかぎり、「NEC」は 

日本電気(株)および NEC グループを意味します。 
 各章にある「目標、成果・進捗、達成度」の表に記載されている「2017 年度の目標」「2017 年度の成果・進捗」は、2016～2018 年度で設定した前中期目標をベースに記載しています。な
お、前中期目標にない目標を中期目標として掲げている場合には、2017 年度の目標および成果・進捗欄は空欄としています。 

 

開示の形式 
 
サステナビリティ Web サイト 
Web の特性を活かし、双方向のコミュニケーションツールとして、サステナビリティへの取り組みの最新情報を随時公開しています。また、GRI をはじめとする国際的イニシアティブとの整

合のため網羅性を重視し、SRI（社会的責任投資）調査機関、メディア、大学、NPO・NGO などサステナビリティ専門家の方々のニーズにも対応しています。なお、環境に関する取り組みの詳
細は、環境アニュアルレポート(Web 版)にリンクしています。 

 
NEC アニュアル・レポート 
社会と NEC の持続可能な発展に向けた NEC の経営戦略を、財務・非財務の双方から説明しています。2013 年度より、従来の財務報告を中心としたアニュアル・レポートと非財務情報の 

ハイライトを統合して「アニュアル・レポート」として発行しています。 
  

 

基本方針 
社会価値創造型企業を目指す NEC にとって、ステークホルダーのみなさまとのコミュニケーションは、企業の社会的責任を果たすという観点だけでなく、お客さまや社会の本質的な

課題を理解する機会となる点でも、重要な取り組みであると考えています。 
サステナビリティレポート(Web 版)は、お客さま、株主・投資家、お取引先、地域社会、従業員など、ステークホルダーのみなさまとのコミュニケーションのための大切なツールと

して、サステナビリティに関連する取り組みと成果を、ESG(環境・社会・ガバナンス)軸で開示しています。また、NEC アニュアル・レポートでは、サステナビリティレポートのエッ
センスを紹介しています。 

 

 

https://jpn.nec.com/eco/ja/annual/index.html


 

149 

 NEC 
サステナビリティレポート
2018 

参考としたガイドライン 
国際的なイニシアティブとの整合を目指し、以下のガイドラインを参考にサステナビリティの取り組みを報告しています。  
・GRI サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン スタンダード (※) 
・国連グローバル・コンパクト 
・ISO26000 
※GRI＝Global Reporting Initiative が発行するサステナビリティレポートに関する国際的なガイドライン 
 
年度活動報告の更新時期 
2018 年 7 月(前回 2017 年 7 月) 
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データ集

注記のないものは、日本電気株式会社単体を対象としています。 
 対象期間は、2016年、2017年、および 2018年 3月 31日に終了した連結会計年度 
または各年 3月 31日現在です。 
★のついたデータは、第三者保証を受けた数値です。（女性管理職数・比率、従業

員平均年齢・勤続年数、育児・介護休職取得者数は、執行役員、嘱託等、顧問等、出
向受入者を除きます。） 

ガバナンス 

コーポレート・ガバナンス

2015年度 2016年度 2017年度 
取締役数 合計 11人 11人 11人 

男性 10人 10人 10人 

女性 1人 1人 1人 

2015年度 2016年度 2017年度 
社外取締役比率 45.5% 45.5% 45.5% 

外国籍取締役数 0人 0人 0人 

コーポレート・ガバナンス

リスク・コンプライアンス

2015年度 2016年度 2017年度 
コンプライアンスに関する
Web研修受講率
（※国内 NECグループを含む） 

98% 98% 98% 

コンプライアンス・ホット
ライン相談件数

85件 101件 118件 

コンプライアンスとリスク・マネジメント

情報セキュリティ・個人情報保護 

2015年度 2016年度 2017年度 

個人情報保護教育受講率 
（※国内 NECグループを含む） 

100% 100% 100% 

情報セキュリティ点検 
実施社数（※国内・海外
NECグループを含む）

国内 62社 60社 68社 

海外 40社 34社 34社 

CSR・情報セキュリティ施策 
説明会 出席社数・参加者数 

約 1,600社 約 1,500社 約 1,500社 
約 2,000人 約 2,000人 約 2,000人 

取引先の情報セキュリ 
ティ対策の点検・評価 
実施状況 

訪問点検 100社 50社 約 100社 
書類点検 1,600社 1,450社 約 1,500社 

情報セキュリティとサイバーセキュリティ 

個人情報保護、プライバシー 

サプライチェーン・マネジメント 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_01.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_01.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_02.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_08_06.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_12.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_12.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_09.pdf
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社会 

⼈権尊重 
 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 
⼈権啓発集合研修 
受講者数 

Web 研修 22,063 ⼈ 20,296 ⼈ 8,026 ⼈ 
集合研修*1 1,070 ⼈ 1,031 ⼈ 586 ⼈ 

⼈権ホットライン相談窓⼝ 
相談件数 約 30 件 約 25 件 49 件 

 
*1 本レポートより、採⽤⾯接員への研修を除いて再集計したため、 

昨年のレポートで開⽰した数値とは異なっています。 
 

⼈権の尊重 
 

ダイバーシティの推進・労働慣⾏ 
 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

 
 
 
 
 
連結地域別従業員数・ 
割合 
（※⽇本電気（株）および連結
⼦会社） 
 

⽇本 
77,455 ⼈ 80,478 ⼈ 79,642 ⼈ 

78.5% 74.7% 72.8% 

APAC 
7,678 ⼈ 9,347 ⼈ 10,985 ⼈ 

7.8% 8.7% 10.0% 

中国・ 
東アジア 

4,058 ⼈ 5,329 ⼈ 4,739 ⼈ 
4.1% 5.0% 4.3% 

EMEA 
4,948 ⼈ 5,406 ⼈ 6,636 ⼈ 

5.0% 5.0% 6.1% 

北⽶ 
2,495 ⼈ 2,819 ⼈ 2,710 ⼈ 

2.5% 2.6% 2.5% 

中南⽶ 
2,092 ⼈ 4,350 ⼈ 4,678 ⼈ 

2.1% 4.0% 4.3% 

 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 
雇⽤形態別従業員数 正規 22,235 ⼈ 21,444 ⼈ 21,010 ⼈ 

⾮正規 26 ⼈ 35 ⼈ 42 ⼈ 
 2016 年 2017 年 2018 年 
⼥性管理職数（※各年 4 ⽉ 1 ⽇現在） ★374 ⼈ ★368 ⼈ ★372 ⼈ 
⼥性管理職⽐率（※各年 4 ⽉ 1 ⽇現在） ★5.4% ★5.5％ ★5.8％ 
 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

男⼥別従業員数 
男性 18,498 ⼈ 17,763 ⼈ 17,390 ⼈ 

⼥性 3,737 ⼈ 3,681 ⼈ 3,620 ⼈ 

⼥性社員⽐率  16.8% 17.2% 17.2% 

外国⼈新卒採⽤⼈数 66 ⼈ 39 ⼈ 37 ⼈ 

 
 2015 年 2016 年 2017 年 

障がい者雇⽤率 
（※各年 6 ⽉ 1 ⽇現在。 
障害者雇⽤促進法に基づく） 

⽇本電気（株）
単独 

★2.03% ★2.07% ★2.04% 

国内連結 
⼦会社 

2.06% 2.10% 2.10% 

 
 2016 年 2017 年 2018 年 

 
従業員平均年齢 
（※各年3⽉31⽇現在） 

男性 ★43.3 歳 ★43.6 歳 ★43.8 歳 

⼥性 ★41.2 歳 ★41.4 歳 ★41.5 歳 

全体 ★42.9 歳 ★43.1 歳 ★43.4 歳 

年齢層別従業員数 
（※各年 3 ⽉ 31 ⽇現在）

30 歳未満 1,994 ⼈ 1,918 ⼈ 2,057 ⼈ 

30-50 歳未満 13,796 ⼈ 12,807 ⼈ 11,708 ⼈ 

50 歳超 6,445 ⼈ 6,719 ⼈ 7,245 ⼈ 

 
 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_11.pdf
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  2016 年 2017 年 2018 年 

 
従業員平均勤続年数 
（※各年 3 ⽉ 31 ⽇現在） 

男性 ★18.7 年 ★18.9 年 ★19.2 年 

⼥性 ★18.2 年 ★18.3 年 ★18.3 年 

全体 ★18.6 年 ★18.8 年 ★19.0 年 

ダイバーシティ＆インクルージョン 
多様な働き⽅への環境づくり 

ワーク・ライフ・バランス 
 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

年次有給休暇取得率 67.9% 69.3％ 69.3％ 

育児休職取得者数 ★395 ⼈ ★376 ⼈ ★358 ⼈ 

介護休職取得者数 ★19 ⼈ ★18 ⼈ ★32 ⼈ 

従業員平均残業時間 17.4 時間 17.1 時間 16.3 時間 

ダイバーシティ＆インクルージョン 
多様な働き⽅への環境づくり 

安全・健康 
 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

労働災害 
度数率 ★0.25 ★0.18 ★0.3717 

強度率 ★0.00 ★0.00 ★0.0019 
 

安全と健康 
 
 
 

⼈材育成 
 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 

従業員⼀⼈当たり研修 
受講⽇数 

⽇本電気（株） 4.9 ⽇ 5.1 ⽇ 5.7 ⽇ 

国内 NEC 
グループ 4.0 ⽇ 4.5 ⽇ 4.9 ⽇ 

従業員サーベイ回答率 
（※海外グループ会社を対象
にしたサーベイは原則各年で
実施） 

国内 83% 79% 81% 

海外 - - - 

研究開発費⽤ 
（※⽇本電気（株）および連結⼦会社） 

1,236 億円*1 1,093 億円 1,081 億円 

 
*1 国際財務報告基準(IFRS)で算出した⾦額に置き換えています。 

⼈財開発・育成 
イノベーション・マネジメント 

社会貢献活動 
 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 
社会貢献⽀出額 4.3 億円 6.7 億円 5.2 億円 

 
地域社会との連携

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_13.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_16.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_15.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_06.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2018_05_04.pdf
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環境 
（※日本電気株式会社および、連結子会社を対象としています。） 

 2015年度 2016年度 2017年度 

ITソリューション提供による 
CO2排出削減貢献量 

2,620千 t 2,630千 t 4,220千 t 

製品のエネルギー効率改善 *1 97％ 17% 35% 

温室効果ガス *2*3 － － － 

Scope1 59千 t 54千 t 56千 t 

Scope2 299千 t 296千 t 282千 t 

Scope3 9,286千 t 7,410千 t 5,820千 t 

エネルギー使用量 *3 － － － 

電気 5,689 TJ*4 5,708 TJ  5,685 TJ 

ガス 1,070 TJ 938 TJ 984 TJ 

燃料（重油・灯油） 99 TJ 131 TJ 119 TJ 

水使用量 *3 2,294千m3 2,240千m3 2,314千m3 

廃棄物排出量 *3 － － － 

排出量(一般廃棄物＋産業廃棄物) 35千 t 26千 t 42.6千 t 

再資源化率 87.2% 90.6％ 91.0％ 

 
*1 2015 年度の値は 2006 年 3 月期製品との比較です。2016 年度、2017 年度は、 

基準年を見直したため、2014 年 3 月期製品との比較です。 
*2 温室効果ガスとは、CO2（二酸化炭素）、CH4（メタン）、N2O（一酸化二窒素）、 

HFCs（ハイドロフルオロカーボン類）、PFCs（パーフルオロカーボン類）、SF6（六フッ化硫
黄）、NF3（三フッ化窒素）を指します。以下の GHG プロトコルイニシアチブの分類に沿って算
出しています。 
Scope1:事業者が所有または管理する排出源から発生する温室効果ガスの直接排出 
Scope2:電気、蒸気、熱の使用に伴う温室効果ガスの間接排出 
Scope3:Scope2 を除く、企業の上流・下流工程を網羅したその他の間接排出 

*3 第三者保証を受けています。対象は、日本電気株式会社および、環境ガバナンス対象の連結子会社
です。 

*4 TJ：テラジュール 
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