
企業価値の最大化をはかるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しており、 
①経営の透明性と健全性の確保、②スピードある意思決定と事業遂行の実現、③アカウンタビリティ（説明責任）の
明確化および④迅速かつ適切で公平な情報開示を基本方針としてその実現に努めています。

経営・監督

業務執行

選任・解任 選任・解任選任・解任

会計監査人

監査

連携

経営監査本部
内部監査に関する専門知識を 
有するスタフなど（約50名）

経営会議
執行役員 約20名

事業執行会議
執行役員、事業部長など

（執行役員）

事業部門・スタフ部門・子会社内部監査

審議・報告

連携

監査

連携 監督

監査役会
監査役5名 

（うち3名は社外監査役）

指名・報酬委員会
社外取締役3名を含む5名

取締役会
取締役11名

会長
社長

チーフオフィサー（4名）
社外取締役（5名）

株主総会

当社は、監査役設置会社形態を採用し、その体制は下図のとおりです。
現在、当社のコーポレート・ガバナンスは十分に機能していると考えていますが、経営環境の変化をふまえて、 

最適なコーポレート・ガバナンス体制を構築すべく、継続的な改善をはかっていきます。
http://jpn.nec.com/profile/governance.html

コーポレート・ガバナンス
（2014年6月23日現在）

組織形態 監査役設置会社

取締役会の議長 会長

取締役
人数  11 名（うち社外5名）

任期  1 年

監査役*1
人数  5 名（うち社外3名）

任期  4 年

独立役員 社外取締役4名、社外監査役3名

取締役へのインセンティブ付与に関する 
施策の実施状況 業績連動型報酬制度の導入*2

報酬等の額
（2014年3月期）

取締役
定額報酬  14 名 総額348百万円（うち社外7名 総額60百万円）*3、4

賞与  6 名 総額 72百万円

監査役 定額報酬  6 名 総額 95百万円（うち社外3名 総額36百万円）*3、4

*1 うち常勤監査役2名は、子会社の常勤監査役と相互に連携をはかり、NECグループ全体のガバナンス体制の整備に努めています。
*2   取締役賞与は、NECグループの業績に連動させ、成果主義に基づくインセンティブとしての性格を明確化しています。なお、社外取締役に対しては、独立性を確保する 

観点から賞与は支払っていません。
*3   2013年6月24日開催の第175期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名および監査役1名を含んでいます。
*4 個別報酬の開示は行っていません。報酬の基本方針や体系などについては、事業報告、有価証券報告書およびコーポレート・ガバナンス報告書をご参照ください。

コーポレート・ガバナンス体制
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当社は、41ページの基本方針のもと、これまでに次の施策を実施してきました。

社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の開催に際して、資料の事前配付を行うとともに、特に
重要な取締役会付議案件について事前説明を行っています。また、社外取締役へは、当社および当社子会社の
事業場や展示会の見学など、さまざまな側面から取締役会の審議の充実につながるサポートを行っています。

取締役会のスリム化
取締役全体の員数を削減し、社外取締役の比率を

高めることで、経営の透明性と健全性の確保に努めて
きました。また、取締役会付議基準の見直しや2000年
4月からの執行役員制度導入により、取締役会から執行側
への権限委譲を進め、業務執行と監督の分離をはかり、
業務執行のスピードアップに取り組んでいます。

指名・報酬委員会の設置
役員の人事と報酬に関する透明性、妥当性および

客観性の確保を目的として設置しています。委員会は、
社外取締役3名を含む5名の委員で構成されており、
委員長は社外取締役から選任しています。

http://jpn.nec.com/profile/executives/committee2.html

チーフオフィサーの導入（2011年7月）
NEC グ ル ー プビ ジョン2017 の 実 現 に 向 け 、

全社横断的な戦略を立案し、ビジネスユニットをリードして
事業を推進することを目的として導入しました。チーフ
オフィサー には、社内取締役が就任し、取締役会に
おいて、全社横断的な観点から各ビジネスユニットの
事業執行を監督する機能を果たしています。

社外役員の選任理由および活動状況

地位 氏名 選任の主な理由となった経験等
2014年3月期の出席状況（回）

取締役会 監査役会

取締役

國　部　　　毅 銀行経営者としての豊富な経験と深い見識 10／12 —
荻　田　　　伍 製造業の経営者としての豊富な経験と深い見識 10／12 —
佐々木　かをり マーケティングに関する広範な知見と生活者の視点 10／12 —
岡　　　素　之 総合商社経営者としての海外法人経営を含めた豊富な経験と

深い見識 9／10 —

野　路　國　夫 製造業の経営者としての豊富な経験と深い見識 10／10 —

監査役

伊　東　　　敏 長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および
会計に関する専門的な見識 11／12 16／16

山　田　英　夫 経営戦略の専門家としての大学等における財務・会計に関する
指導および研究経験 12／12 16／16

奥　宮　京　子 弁護士としての豊富な経験と深い見識 2014年6月就任
國部氏、荻田氏、岡氏の3氏は、指名・報酬委員会の委員を務めています。

NECコンピュータテクノ（株）（現NECプラットフォームズ（株））の甲府事業所を見学する社外取締役

 社内  社外 ※ 定時株主総会終結時点

コーポレート・ガバナンス強化への主な取り組み

社外取締役・社外監査役のサポート体制

執行役員制度導入

（名）
取締役の員数の推移
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NECは、社会に対して常に健全な経営を行う企業であり続けるために、リスクマネジメントの強化とコンプライ
アンスの徹底を、NECグループのみならずサプライチェーンへも展開・強化しています。

診断員による工場巡回

Inno Community 
Development Organisation
の指導の様子

リスクマネジメントとコンプライアンス

当社は、会社法に定める会社の業務の適正を確保する
ための体制の整備に関する基本方針に基づき、内部統
制システムを整備し運用しています。

内部統制システムの中で大きな柱となるのが、「コン
プライアンス（法令を含めた社会からの要請への対応）」
と「リスクマネジメント（リスクの洗い出しと評価、対策）」
です。当社は、企業が社会に存在し、ステークホルダー
の期待に応えていくために、これらは欠くことのできな
いものと考えています。

当社および国内関係会社を対象として、コンプライア
ンスに関するWeb研修を継続的に実施するとともに、

NECグループはこれまで、取引先に対して一般社団
法人 電子情報技術産業協会（JEITA）のガイドラインに
準拠した書面調査を実施してきました。

前年度は、この書面調査で明らかになった弱点である
「人権」や「労働安全衛生」の領域に焦点をあて、取引先

のマネジメントを改善するための実地診断プログラム
（CSR-PMRアセスメント）を開始しました。

当年度は、その基盤づくりとして、NEC中国社の調達
担当者（9名）を北京、上海、深圳から集め、（1）CSR- PMR
アセスメント教育、（2）取引先インタビュー技術研修、

（3）工場巡回ポイント教育から構成される診断員教育を
実施しました。
「CSR-PMRアセスメント教育」では、“Co-Capacity 
Building”の原則を理解させるとともに、技法的要素に
ついて討議しました。
「取引先インタビュー技術研修」では、社外専門家とし
て NGO の Inno Community  Development 
Organisationを招聘し、ロールプレイを含めた実践的
なインタビュー技法を教育しました。また、中国の文化

競争法対応・贈収賄防止に係る教育コンテンツの多言語
化（日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語）を
通じて海外関係会社における教育・啓発活動を支援する
など、積極的にコンプライアンス活動を推進しました。

また、社内の統括ユニット・ビジネスユニット、および
コーポレートの計31部門に対して内部統制システムに
係る整備・運用状況等を調査したうえで、当社として重
点的に対策を講じるべきリスクを選定し、改善活動を実
行・評価することにより、リスクマネジメントシステムが
適切に運用されていることを確認しました。

や慣習を考慮する重要性について討論しました。
「工場巡回ポイント教育」では、現地工場の協力を得て、

ピア・アセスメントを実施しました。ピア・アセスメントと
は、同じ仲間である当社従業員が診断員となって、当該
工場のアセスメントを行うもので、当該工場の従業員が
行う内部監査よりも、やや第三者的視点が強くなるのが
その特徴です。ピア・アセスメントを行った中国現地法人
2社では、安全衛生上の軽微な問題が発見されましたが、
CSR上の大きな問題はないことが確認できました。

次年度には、実地診断プログラムを、中国、タイ、イン
ドの現地法人や生産委託先へも展開すべく準備中です。

内部統制システムとコンプライアンス、リスクマネジメント

サプライチェーンにおけるCSR実地診断拡大のための診断員教育
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社外取締役・社外監査役メッセージ

NECの社外監査役を拝命して6年が経ちました。この間NECグループは、電機業界を取り巻く
目まぐるしい環境変化に対応すべく、数年にわたり事業再編・構造改革を実行し、事業の選択と集中の
方向性を明確にした結果、業績向上に関し成果が上がりつつあると実感しております。このような
大きな変革を勇断を持って実行してきた経営陣に敬意を表しますとともに、コーポレート・ガバナンス
体制が有効に機能してきたことを評価したいと思います。取締役会は、従前に比べスリム化され、
社内6名、社外5名の理想的な構成となり、活発な議論が行われ、意思決定のスピードが速くなり、
効率化がはかられております。監査役会は、従前から社内2名、社外3名の構成ですが、取締役会の
牽制機能をはじめ、経営陣や社内外の取締役との意思疎通、内部監査部門と会計監査人との
有効な連携、リーガル・コンプライアンス上の課題チェックなど、客観的に見てガバナンス機能を
如何なく発揮しております。

NECグループの持続的な発展および、株主・ステークホールダーのみなさまへの信頼できる情報
伝達の維持向上ために、引き続き監査役として貢献すべく努力してまいります。

社外監査役（独立役員）

伊東　敏

「ダイバーシティ」という言葉を頻繁に耳にするようになりましたが、この本質をとらえている
組織はまだまだ日本には少ないかもしれません。日本社会では多くの企業が、同じ年代の、ある一定の
大学卒業の男性によってさまざまな議論、評価、決定、実行がされています。このようなことに
問題があるとすれば、価値観や発想が似てしまうために新しい商品やサービスを生み出せない、
記者会見を含む広報広告活動で多様な消費者の心にメッセージが届けられない、グローバル市場で
受け入れられないなどが考えられます。ダイバーシティとは「多様性」という意味。特に私が重要視
しているのは「思考のダイバーシティ」です。1つのことを多様な視点で考えてみる力を、一人ひとりの
社員も自ら育てる、そして、組織としても育てていくことが大切です。NECは、世界有数の最新技術を
数多く持っています。そして、世界レベルの社員たちが多く働いています。だからこそ、議論の
場で、また、決定の場で、多様な視点・価値観がテーブルに乗り、新しい視点を受け入れ、未来に向けて
のびのびとした発想で、グローバル市場で貢献していくことを期待しています。

社外取締役（独立役員）

佐々木　かをり

ガバナンスの強化を通じて、NECグループの
持続的な発展と信頼できる情報伝達の維持向上に期待

ダイバーシティこそが成長のキーワード
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