
リスクマネジメント・コンプライアンス

リスクマネジメント

事業のグローバル展開に伴い、国内外の各
事業拠点が抱える多様なリスクを抽出し、
重大リスクの発生防止を目的とする活動を
展開しています。
　2014年度は、リスクマネジメント規程に
基づいて、当社の各社内カンパニーおよび
国内グループ会社に対し、リスクアセスメン
トを一斉に実施しました。また、海外のグ
ループ会社においては、中国の拠点3社に

対し増収賄等の腐敗リスク、児童労働や強
制労働など人権侵害といったリスク調査を
実施し、中国拠点8社およびアジア拠点5社
に対しては、リスク評価の見直しを実施しま
した。
　2015年度は、各カンパニーおよび国内グ
ループ会社、欧米のグループ会社4社に対
し、リスク評価の見直しを実施し、リスクマネ
ジメント活動の充実を図ってまいります。

グループのリスクマネジメント活動

ナブテスコグループでは、業務遂行に関し、
損益、資産効率、品質、災害等の状況が取
締役会に適正かつタイムリーに報告され、
またグループに著しい損害を及ぼすおそれ
のあることを発見したときは、迅速かつ的確
に取締役会に報告される体制を整備し、リ

スクの早期発見に努め、損失の最小化を図
る活動を進めています。
　具体的には、以下の事項に対し、リスクの
管理および損失の予防を行うとともに、グ
ループ横断的な組織の設置、規程の整備も
行っています。

また、グループ責任・権限規程の順守・徹底
を通じて、意思決定の妥当性・合法性を確
保し、リスクの管理を行います。さらに、事
故、災害および重要な品質問題発生時の報
告要領を社内規程に定め、それに基づく有
事の際の迅速かつ適切な情報伝達および

緊急対応態勢を整備しています。
　なお、モニタリングに関しては、内部監査
部門をはじめとする本社専門スタッフが、
業務上のリスク管理状況を横断的に監査
し、業務改善に向けて必要かつ適切な助言
を行っています。

リスク管理全般

①経済、市場の動向に関するリスク
②海外事業展開に関するリスク
③大規模災害に関するリスク
④為替相場の変動に関するリスク
⑤調達に関するリスク
⑥製品品質に関するリスク

⑦競合に関するリスク
⑧情報セキュリティに関するリスク
⑨知的財産に関するリスク
⑩法令・規制に関するリスク
⑪環境に関するリスク

WEB

事業等のリスク 
第12期（平成27年3月期） 
有価証券報告書
http://www.nabtesco.
com/library/
settlement/index.html
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ナブテスコグループでは、危機管理の一環
として、大地震等の大規模な災害が発生した
場合に備え、2010年度よりBCP（Business	
Continuity	Plan,	事業継続計画）活動に
取り組んでいます。
　2014年度の活動は、ナブテスコ株式会
社および国内のグループ会社において、策
定したBCPを見直し、改善を施しました。
　2015年度の活動は、BCPの実効性を高
めるために、実施訓練などを通じて危機時
の対応⼒強化を図るとともに、海外グルー
プ会社におけるBCPの策定を計画してまい
ります。

　なお、本社地区においては過去３回の災
害対策シミュレーション訓練により抽出さ
れた当社の課題や改善ポイントを分析し、	
当社の危機管理体制の更なる強化を図っ
てまいります。

BCPの取り組み

本社災害対策シミュレーション（2014.6実施）
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グループ全体がより高い倫理観に根ざした
企業行動をとるため、2005年4月に「ナブ
テスコグループ企業倫理綱領」および「ナブ
テスコグループ行動基準」を制定し、企業
倫理の実践と徹底に努めています。

　専任部門であるコンプライアンス推進部
が中心となり、グループの中長期的な企業
価値の向上を目指して、法規制の遵守はも
とより、より高い水準のコンプライアンス意
識の醸成を推進しています。

コンプライアンスに関する規範

ナブテスコグループでは、企業倫理と法令
遵守の観点から、社員一人ひとりの判断基
準を「ナブテスコグループ行動基準」として
まとめています。
　また、この「ナブテスコグループ行動基

準」について、社員全員がより理解を深め、
具体的な行動に移すことができる解説本
「コンプライアンスハンドブック」の作成を
開始しました。

ナブテスコグループ行動基準

ナブテスコグループでは、企業理念の実現
に向けて、事業活動における基本姿勢を	

「ナブテスコグループ企業倫理綱領」として
まとめています。

ナブテスコグループ企業倫理綱領

ナブテスコグループ企業倫理綱領

1. 価値ある商品・サービスの提供
2. 経営の透明性の確保
3. 公平・公正な企業活動
4. 地域・社会への配慮

5. 環境への配慮
6. 社員への配慮
7. 誓約

リスクマネジメント・コンプライアンス

コンプライアンス
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ナブテスコグループ行動基準

1. 基準の趣旨および適⽤範囲
2. 総則
 ①法令遵守
 ②利益相反行為等の禁止
 ③基本的人権の尊重
 ④ハラスメントの禁止
3. 企業活動について
 ①安全・安心・快適の追求
 ②働きやすい職場づくり
 ③環境を守るために
 ④公正・⾃由な取引を維持・促進するために
 ⑤仕入先・協力先との取引について
 ⑥輸出入取引について

4. 株主・投資家との関係
 ①企業情報の開示
 ②インサイダー取引の禁止 
5. けじめある、誠実な行動
 ①節度のある接待・贈答
 ②贈賄行為の禁止
 ③反社会的勢力との関係断絶
 ④会社資産の管理
6. 情報の適正な管理
 ①さまざまな情報を正しく管理・活⽤するために
 ②個人情報の管理
 ③知的財産権の保護
7. 誓約

社員へのコンプライアンス研修

コンプライアンスの実践と醸成

階層別研修の内訳

• 新任管理職研修
• 初級問題解決研修
• 上級問題解決研修
• 中途採⽤者研修
• 職長候補者研修
• ２年目研修
• 新入社員研修

管理職研修⾵景
合計

対象者数 331名

修了者数 297名

修了率 90%

①階層別研修の実施
人財開発部が主催する研修にコンプライア
ンス研修を組み込み、各階層に対して実施
しました。

②管理職研修の実施
人財開発部が主催する階層別研修以外に
も、2013年後半から2014年にかけて管理
職を対象とした研修を実施しました。この中
では人権に関する意識啓発も行いました。

③eラーニングによるコンプライアンス教育
2011年度から始めたeラーニングによる教
育を本年度も継続し、安全保障貿易管理に
関して実施しました。2015年度も引き続き
実施する予定です。
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①中国
2014年度は、2013年度に引き続き中国の
グループ会社11社を対象にコンプライアン
ス研修を2回行い、上期435人、下期379
人の社員が参加しました。この研修では、
「ナブテスコグループ行動基準」の更なる理
解・浸透を図るとともに、人権に関する意識
啓発なども行いました。今後も、視覚に訴え
るコンテンツを取り入れるなど研修効果を
高める取り組みを進めながら活動を継続し
てまいります。また、隔月で中国語版「コンプ
ライアンス通信」を発行し、コンプライアン
ス意識の更なる醸成に努めています。

②タイ
2014年度は、タイのグループ会社２社を
対象にコンプライアンス研修を行い、89人
の社員が参加しました。中国における研修
と同様、「ナブテスコグループ行動基準」の
更なる理解・浸透を図るとともに、人権に関
する意識啓発なども行いました。
　今後も活動を継続し、コンプライアンス
意識の更なる醸成を目指してまいります。ま
た、2015年度からタイ語版「コンプライア
ンス通信」の発行も予定しています。

③台湾・シンガポール・韓国
2014年度は、台湾、シンガポール、韓国のグ
ループ会社において初めてコンプライアンス
研修を開催し、合計33人が参加しました。

タイグループ会社でのコンプライアンス研修⾵景

コンプライアンス意識の啓発に向けて、紙
媒体に加えてイントラネットも活用し、情報
発信等を行いました。今後、他のツールも併
用し、啓発活動に取り組んでまいります。

情報発信・啓発活動 2014年度の活動事例

•  「コンプライアンス通信」の発行
•  ケーススタディ「みんなで学ぼうコンプ

ライアンス」の社内報への掲載
•  「コンプライアンスメールマガジン」の発信
•  コンプライアンス・リスクマネジメントに

関するニュース、クイズ、コラムや企業
倫理月間情報の発信

リスクマネジメント・コンプライアンス

海外グループ会社へのコンプライアンス活動

中国グループ会社でのコンプライアンス研修⾵景
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コンプライアンスミーティング⾵景 企業倫理月間ポスター

2011年度からナブテスコおよび国内のグ
ループ会社を対象に毎年10月を｢ナブテスコ
グループ企業倫理月間｣と定め､経営トップの
リーダーシップのもと､全社員がコンプライア
ンス意識向上の活動を展開しています。
　2014年度もCEOによるトップメッセー
ジを発信したほか、職場におけるコンプライ

アンス度を定量的にチェックする「コンプラ
イアンス自主チェック」を行いました。また、
今回は海外のグループ会社1社（台湾）が
初めて参加し、総計3,904人が本年度の活
動に参加しました。2015年度以降も順次、
海外グループ会社の参加を拡大していく予
定です。

ナブテスコグループ企業倫理月間

ナブテスコグループにおけるコンプライアン
ス意識の浸透度を確認するため、ナブテスコ
および国内のグループ会社で働くすべての人
を対象に、2006年より2年に1回実施してい
ます。5回目となる今回は、4,248人の社員か
ら回答が得られ、2006年の調査開始以降、
年 コ々ンプライアンスへの意識が高い水準で
推移していることが確認されました。
　グラフは2012年度（前回）調査および
2014年度（今回）調査におけるコンプライア
ンスの理解度の推移について示したものです。
　次回は2016年度となりますが、今後も調
査を継続し、コンプライアンス意識の更なる
醸成に向けた活動に繋げてまいります。

コンプライアンス意識調査

2014年度の企業倫理月間における活動事例

1. CEOメッセージの発信
2. コンプライアンス本部長メッセージの発信
3. ポスターの掲示（A1およびA2サイズの2種類）
4. 職場におけるコンプライアンスミーティングの実施
5. コンプライアンス宣言の策定またはコンプライアンス⾃主チェックの実施
6. コンプライアンスミーティングの司会者研修（事前活動）の実施

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回

今回 46.4% 43.3% 8.5%

43.1% 45.6% 8.6%

1.8%

2.6%

あなたは「コンプライアンス」という言葉を理解していますか？

	はい　 	どちらかといえば、はい　 	どちらかといえば、いいえ　 	いいえ
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談合や贈賄の禁止など腐敗防止、児童労働
や強制労働など人権侵害に関する法令違
反ないし不正行為による不祥事の防止およ
び早期発見、組織の自浄機能の向上、⾵評
リスクのコントロールならびに社会的信頼
の確保のために、「ナブテスコほっとライン」
を設置しています。
　ナブテスコ社内窓口の他に弁護士による
社外窓口を設け、ナブテスコおよび国内の
グループ会社で業務に従事する者すべて
（役員、正社員、嘱託社員、パートタイム社
員、派遣社員等）が匿名で利用することが

できます。
　2014年度の内部通報件数は32件でし
た。通報案件については全て調査の上、通
報案件に留まらず重大な違反があった場
合には懲戒委員会による答申を受け、厳正
に懲戒処分を行っています。また、取締役執
行役員コンプライアンス本部長による社員
向け通達での周知や関連テーマでの研修
実施など、再発防止に向けた対応を行って
います。なお、2014年度は、腐敗行為に関
する内部通報、違反、贈賄に関連する罰金
はありませんでした。

内部通報制度

ナブテスコでは、2005年に制定した「ナブ
テスコグループ行動基準」において、贈賄
行為は言うまでもなく、営業上の不正な利
益を得るための接待や贈答など合理的根
拠のない対応を明確に禁止し、取締役執行
役員コンプライアンス本部長の権限の下、
各種ガイドラインの制定やコンプライアン
ス教育を通じて、腐敗防止の徹底に取り組
んでいます。
　2009年には、日本国内の法改正や他社
での事例等を踏まえて、接待・贈答に留まら
ず代理店などの仲介業者の起用に関する
留意事項も織り込んだ、不正利益供与禁止

に関する各種ガイドラインを制定し、その周
知に努めてまいりました。
　2013年には、ナブテスコおよびグループ
会社による中国での事業展開の伸長と同
国の贈収賄リスクを鑑み、中国での事業活
動において特に留意するべき事項に焦点を
当てた贈収賄防止ガイドラインを制定し、こ
のガイドラインを使った中国現地法人での
コンプライアンス教育も実施しました。
　2014年には、「国連グローバル・コンパク
ト」（UNGC）に署名し、腐敗防止に取り組む
ナブテスコの姿勢を明らかにしています。

腐敗防止に関する取組み

リスクマネジメント・コンプライアンス

2014年
国連グローバル・	
コンパクトに署名

2013年
贈収賄防止
ガイドライン制定

2009年
不正利益供与	
禁止に関する	
各種ガイドライン制定

2005年
「ナブテスコグループ	
行動基準」制定

腐敗防止に関する 
取り組み推移

ほっとラインのフロー

相談者
社内で業務に	
従事する	
全ての方

調査

社外窓口 
（弁護士事務所）

社外窓口 
（コンプライアンス推進部）

フィード 
バック

匿名で 
連絡 会社としての 

対応
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