
P.17● コーポレートガバナンス

P.23● コンプライアンス

P.29● サプライチェーンマネジメント
ガバナンス

持続的な成長を支える経営の仕組み
社会から信頼され期待される企業であるためには、

コーポレートガバナンスの充実が不可欠です。

企業価値の向上を目指していく上で、

ガバナンス体制を強化し、透明性・健全性の高い経営を

実現していくことが大きな鍵となります。

第 章1
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基本的な考え方

NSKでは、持続的な企業価値の向上には、透明・公正かつ迅速な意思決定を行うための仕組みが不可欠であると考えていま
す。この実現のために、当社は以下に示す4つの指針に基づいてコーポレートガバナンス体制を構築しています。

NSKは、これらのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と体制を「コーポレートガバナンス規則」に定め、取
締役および執行役がこの規則に則って事業運営を行っています。

コーポレートガバナンス

① 取締役会から業務執行機関への権限委譲による経営の効率性および機動性の向上
② 監督機関と業務執行機関の分離による、監督機関の業務執行機関に対する監督機能の確保
③ 監督機関と業務執行機関との連携による、監督機関の業務執行機関に対する監督機能の強化
④ コンプライアンス体制の強化による経営の公正性の向上

体制の概要

NSKは、機関設計として指名委員会等設置会社を採用しており、業務執行と監督の役割を明確にすることにより、経営の
透明性と健全性を高め、公正で迅速な意思決定を行っています。持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指し、社会的要請
を踏まえたガバナンス体制の強化に取り組んでいきます。

株主総会

代表執行役（社長） 取締役会

報酬委員会

指名委員会

監査委員会

委員会委員の
選定・解職 報告

コーポレート経営本部

コンプライアンス委員会

CSR本部
コンプライアンス推進室

情報開示委員会

危機管理委員会

経営会議
意思決定補助機関

執行役会
情報の共有化

経営監査部
モニタリング機能 指示

連携

答申

諮問

指示

報告報告

指示

指示

報告 執行役の選任・解任

権限委譲・監督

報告

連携

業務執行機関 監督機関
提案・報告取締役の選任・解任

● コーポレートガバナンス体制（2016年7月現在）

● コーポレートガバナンス体制構築の指針

監督機能の有効性

監督機関として、経営の基本方針などの重要な経営事項を決定し、業務執行機関を監督する役割を担う取締役会を設置して
います。その監督機能を強化する目的として、社外取締役が過半数を占める指名･監査・報酬の3つの委員会を設置しています。
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◉取締役会
12名の取締役で構成しています。2016年7月時点で、12名の内訳は以下のとおりです。

●業務執行取締役：6名　　　●非業務執行取締役：2名　　　●社外取締役：4名

取締役会議長は取締役会の1/3の合意により選任されます。
取締役会副議長は2名選任され、うち1名は社外取締役が務めることを規定しています。
2016年3月期は、取締役会を10回開催し、社外取締役の出席率は97.5％でした。

取締役の選任に関する方針
NSKの取締役会には、事業の実態を踏まえた経営の監督機能が期待されています。そのため取締役候補には経営全般あ
るいはNSKの事業に対する深い知見、コーポレートガバナンスおよびその他の専門領域についての高い見識を求めており、
NSKの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することができる人物を取締役会の構成に配慮しつつバランスよく
選考しています。

社外取締役の独立性に関する補足
社外取締役の選任にあたっては、NSKの経営陣および主要株主との間に特別の関係がなく、一般株主との利益相反の生ず
るおそれのないことを基準としています。また、選任の際には、社内規定に沿って、NSKの取締役として機能する十分な時
間を確保できることを確認しています。
NSKの社外取締役各氏は、NSKの定めるこの独立性に関する基準および東京証券取引所の定める独立性基準を満たしてお
り、東京証券取引所に独立役員として届け出ています。

● 社外取締役の独立性判断基準

1） 当社の前年度連結売上高の2%以上を占める会社(連結ベース)に所属する者、または最近まで所属した者
2） 取引先の前年度連結売上高の2%以上を当社ならびに連結会社が占める会社に所属する者、または最近まで所属した者
3） 当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関に所属する者、または最近まで所属した者
4） 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家あるいは法律専門家である者、
 または最近まであった者
5） 当社の前年度期末の発行済み株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属する者、または最近まで所属した者
6） 当社が前年度期末の発行済み株式総数10%以上を保有する企業・団体に所属する者、または最近まで所属した者
7） 上記の1)から6)のいずれかに掲げる者(重要でない者を除く)の2親等内の親族あるいは同居の家族
 (「重要」な者とは、各会社・取引先の役員・上級役職者、各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士を想定)
8） 当社またはその子会社の業務執行者等である者、または最近まであった者の2親等内の親族或いは同居の家族

NSKの社外取締役候補者は、会社として独立性を有すると判断した者、下記の項目に該当しない者としています。

なお、「最近」とは、当社の取締役改選時より遡って3年未満の期間を指します。

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● 第155期定時株主総会招集ご通知

NSKトップ > 投資家情報 > 株主総会

取締役会の自己評価
外部専門家の活用により取締役会の運営状況・実効性に関する分析・評価を実施し、取締役会機能の検証とその実効性のさ
らなる強化を図っています。
評価の結果から、NSKの取締役会が透明・公正かつ適宜適切な意思決定を行う仕組みとして有効に機能していることを確
認するとともに、取締役会運営の効率化やトレーニングの充実などのさらなる改善に向けた課題を把握することが可能となっ
ています。
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取締役・監査役のトレーニング
取締役・監査役に対して就任時など必要に応じ、会社法等の関係法令、NSKの財務・事業・ガバナンスなどに関するトレー

ニングを実施しています。特に社外取締役に対しては、NSKグループ特有の事項に関する知識を深めて取締役会における活発
な議論を促進するために、各地の事業所訪問を実施しています。また、取締役会議事について詳細な事前説明を行っています。

◉報酬委員会
報酬委員会は社内取締役1名と社外取締役2名の3名で構成されています。報酬委員会は取締役および執行役の報酬内容の
方針や個別の額を決定します。
2016年3月期は、報酬委員会を５回開催しました。社外取締役の出席率は100%でした。

◉指名委員会
指名委員会は社内取締役１名と社外取締役２名の３名で構成されています。指名委員会は取締役の選任および解任議案を決
定します。
2016年3月期は、指名委員会を５回開催しました。社外取締役の出席率は100%でした。

◉監査委員会
監査委員会は業務を執行していない社内取締役1名と社外取締役2名の3名で構成されています。監査委員会は取締役と執
行役の職務執行の監査を行い、この他、NSKグループのガバナンス監査と事業リスク管理の監査を行っています。
監査委員会を補助する機関として専任事務局を設置し、内部監査部門である経営監査部と連携して監査を実施しています。
2016年3月期は、監査委員会を14回開催しました。社外取締役の出席率は100%でした。

役員報酬に関する方針と実績
NSKの役員報酬はより長期的なインセンティブを考慮して、固定報酬、業績連動報酬、ストック・オプション(新株予約権）、
退職金で構成され、「取締役としての報酬」と「執行役としての報酬」を別々に決定します。なお、取締役が執行役を兼務す
る場合は、それぞれの報酬を合算して支給します。業績連動報酬の対象となる期間を最長で3年程度としています。

役員報酬の総額および固定報酬・業績連動報酬の割合
❶取締役の報酬　取締役の報酬は、原則として固定報酬とストック・オプションからなります。
（1）固定報酬…固定報酬は、社外取締役、社内取締役の別、また、所属する委員会や取締役会における役割などに応じて決定します。
（2）ストック・オプション…NSKグループ全体の業績向上と企業価値の向上を目的に、株主との利害の一致を図るため、社外取

締役、社内取締役の別に応じて付与します。
（3）その他…執行役を兼務しない社内取締役には、その在任年数に応じた退職金（年金）を支給します。
❷執行役の報酬　執行役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬、ストック・オプション、退職金からなります。
（1）固定報酬…固定報酬は、執行役の役位に応じた額を決め、また、代表権を有する執行役には、加算を行います。
（2）業績連動報酬…中期経営計画に掲げる連結売上高営業利益率、連結ROEと、単年度の数値目標としての事業利益率、キャッ

シュ・フローおよび品質活動を評価する指標を基準として、業績連動報酬の総額を決定します。なお、個人別の報酬額は、そ
の役位並びに担当する職務の業績達成度を評価して支給します。

（3）ストック・オプション…NSKグループ全体の業績向上と企業価値の向上を目的に、株主との利害の一致を図るため、ストッ
ク・オプションを執行役の役位に応じて付与します。

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● コーポレートガバナンス報告書

NSKトップ > 投資家情報 > IR資料室
● 有価証券報告書　

NSKトップ > 企業情報 > コーポレートガバナンス

（4）退職金…支給された固定報酬と在任年数に基づく退職金（一時金）並びに退任時の役位と在任年数に基づく退職金（年金）を
支給します。

19

NSK CSRレポート2016

NSKグループ
について

第1章
ガバナンス

第3章
品質保証

第2章
研究開発

第4章
労働慣行

第5章
地域社会との共生

第6章
環境 補足資料



報酬等の総額 固定報酬 業績連動報酬 ストック・オプション 退職金
人員 金額 人員 金額 人員 金額 人員 金額

取締役（社内） 132百万円 9名 113百万円 ─ ─ 9名 17百万円 2名 2百万円
取締役（社外） 54百万円 6名 42百万円 ─ ─ 6名 12百万円 ─ ─
執行役 1,990百万円 38名 801百万円 33名 643百万円 39名 187百万円 32名 357百万円

氏名 連結報酬等の総額 役員区分 会社区分 連結報酬等の種類別の額
固定報酬 業績連動報酬 ストック・オプション 退職金

内山 俊弘 122百万円
取締役 日本精工株式会社 6百万円 ─ 1百万円 ─
執行役 日本精工株式会社 38百万円 43百万円 12百万円 20百万円

バーナード・リンゼイ 208百万円 CEO 連結子会社NSKアメリカズ社 68百万円 114百万円 7百万円 17百万円
エイドリアン・ブラウン 128百万円 執行役 日本精工株式会社 78百万円 24百万円 4百万円 20百万円
ユルゲン・アッカーマン 100百万円 CEO 連結子会社NSKヨーロッパ社 58百万円 32百万円 5百万円 3百万円

● 2016年3月期に係る報酬額

● 役員ごとの報酬額

※連結報酬などの総額が1億円以上である者に限定して記載しています。

※ 取締役（社内）の報酬（退職金除く）には、執行役を兼務する者の取締役分が含まれています。
※ 業績連動報酬の額は、2016年3月期の業績に基づいた2016年7月1日の支払い額です。また、2015年3月期の業績に基づいた2015年7月1日の支払額は794百万
円です。

※ 退職金の額は、2016年3月期における役員退職慰労引当金の繰入額です。また、2016年3月期中に退任した執行役3名に対する退職金は176百万円です。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てています。

◉経営会議
業務執行上の意思決定補助機関として代表執行役社長を議長とする経営会議を設置しています。代表執行役社長は、経営会
議での議論を参考として業務執行上の最終的な意思決定を行っています。

◉執行役会
執行機関の報告の場として執行役会を設置し、執行役は代表執行役社長に対して各担当業務に係る執行状況を定期的に報告
しています。NSKはこれにより、業務執行に関する情報の共有化および事業展開の方向性や理解の統一化を図り、業務執行
の効率性・機動性を適切に確保しています。

業務執行機能の強化

NSKは、指名委員会等設置会社として業務執行の決定を積極的に執行役に委任し、経営の効率性・機動性の向上に努めて
います。業務執行機関としては、取締役会にて選任された35名の執行役が取締役会が定めるところに従い、代表執行役社長
の指揮の下に業務を執行する体制を敷いています。

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● 有価証券報告書　

NSKトップ > 投資家情報 > IR資料室

◉基本的な考え方
NSKグループでは、グローバルに広がる事業を運営する上で、リスクを最小化するための活動が極めて重要と認識し、リ
スクを把握し適切に管理するための取り組みを進めています。

内部統制とリスク管理
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◉内部統制システムの構築
NSKグループの業務が適正かつ法令や定款、社内規程に則して行われるための体制整備と、監査委員会によるチェックが
実効性をもって行われるために必要な事項を、「内部統制システム構築の基本方針」として定めています。
本方針を2006年4月の取締役会で決議して以来、その後も企業に対する社会的要請の変化に応じて同方針を見直すことと
し、毎年の取締役会で内容を確認し決議を行っています。

リスクの特定
毎年すべての事業所がリスク評価を行って、社内の管理状況や社会環境の変化、発生頻度や影響の大きさなどを分析し、対処す
べきリスクを特定して適切な対応に努めています。また、事業所ごとに管理すべきリスクを設定し、毎月、リスク統括部門にリス
ク報告を行っています。経営監査部では事業所のリスク評価結果をもとにグループ全体のリスク評価を行い、監査委員会と連携し
て年度の監査計画を立案して監査を行っています。さらに、毎月のリスクモニタリングを通じてグループのリスク管理体制の検証
を行っています。
NSKグループはこのような取り組みを通じて、リスク発生の未然防止だけでなく、万一リスクが発生した際にも適切に対
応できるような企業文化の醸成に努めています。

◉内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
NSKグループにおける内部統制システムおよびリスク管理体制の構築と運用には以下の組織が重要な役割を担っています。

経営監査部
内部監査部門として、業務執行の適法性、妥当性および効率性などに関する監査および業務執行状況に関するモニタリング
の役割を担います。また、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を統括します。

◉リスク管理体制
NSKは、リスクに対する基本的な管理方針および管理体制を社内規則に定めています。NSKグループが認識するリスクを

「事業リスク」「災害リスク」「コンプライアンスリスク」「財務報告の信頼性に関するリスク」に分類･整理し、責任部署を定め、
グループ全体のリスクの予防や発生時の対策の統括を行っています。

コーポレート経営本部
各事業本部や機能本部、地域本部との連携の下、代表執行役社長を補佐し、主に、NSKグループの事業運営における全般
的なリスク統括管理の役割を担います。また、グローバルに事業を運営する上で必要となる内部統制システムを維持･強化す
る責任を負います。

情報開示委員会
投資家の投資判断に影響を与えるような重要な企業情報を、法令等に基づき開示するにあたり、その開示情報の適時性･適
正性を確保する役割を担います。

ＣＳＲ本部コンプライアンス推進室
コンプライアンス委員会の策定した方針に基づき、コンプライアンス強化策を実施する役割を担います。良き企業市民として
の社会的責任を常に認識し行動するための教育活動を行うとともに、法令、規則および企業倫理の遵守のための企画、立案、実
行および監視を行います。また、コンプライアンス委員会に対して、コンプライアンス強化の実施状況を定期的に報告します。

コンプライアンス委員会
NSKグループ全体のコンプライアンス強化に向けた方針を策定し、その方針を実現するためのコンプライアンス強化策を
策定･推進するとともに、そのコンプライアンス強化策の実施状況などを監視･監督する他、これを定期的に取締役会に報告
する役割を担います。
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危機管理委員会
NSKグループが遭遇しうるリスクのうち、自然災害、感染症流行、重大事故などのリスクの管理体制を整備･強化すること
により、リスク発生の未然防止や発生時の損害を最小化する役割を担います。また、リスク発生時においては、これに迅速か
つ的確に対処する役割を担います。

◉財務報告に係る内部統制報告
経営監査部は、2016年3月期におけるNSKグループの財務報告に係る内部統制の整備･運用状況の評価を行い、NSKグ
ループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。また、監査法人から財務報告に係る内部統制の評価結果は適
正であるとの報告（適正意見）を受けています。

● NSKグループの危機管理体制

社長

責任者
A事業所

B事業所 C事業所

委員長、委員

事務局

危機管理委員会

危機管理
推進室

事業本部

統括部門
総務 人事

責任者 現地対策本部

初動 事業継続・復旧

危機対策本部

平時の体制 危機発生時の体制

本部長（社長）

事務局

チームリーダー、チーム員
BCPチーム

チームリーダー
チーム員

初動対応チーム

報告助言・支援 報告指揮・指示・助言・支援

本社機能

製品供給機能

BCP（事業継続計画）構築推進によるリスク対応力の強化
日本における大規模地震リスクに対し、BCPを構築していますが、2015年度は日本国内のグループ会社を含む各事業所に

おいて、組織体制、手順、ツールなど、危機発生に備えた具体的な計画を整備し、訓練を通じて計画の実効性を検証し、抽出
された課題への対応を進めました。
これらと並行し、建屋の耐震化や設備の転倒・移動防止など被害を最小化する対策、緊急時の通信手段や報告システムの整
備、ITインフラの耐震化などにも継続して取り組んでいます。
2016年度は、課題への対応を進めると同時に、訓練実施の対象事業所を拡大し、さらにリスクへの対応力を強化しています。
日本以外の地域においても、重大な災害リスクに対し、危機発生時の被害の最小化やBCP構築などの対策を進めています。

災害リスク管理体制
自然災害、感染症流行、重大事故などの災害リスクに対するグループ全体での取り組みを統括する組織として、危機管理委
員会を常設しており、危機発生の未然防止や危機発生時の損害を最小化する対策の立案・実施に加え、事業継続計画（BCP）
の構築とそのレベルアップに取り組んでいます。
危機発生時には、本社に危機対策本部、危機が発生した現場に現地対策本部を設置し、状況に応じて関係する部署が連携し、
迅速かつ的確に対処します。

◉災害リスクへの対応
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● BCP構築状況

取り組みレベルと対象

訓練による
計画の検証

体制構築
計画策定

被害最小化
対策

2013年実施開始
～対象訓練拡大

2012年までに完了
～継続見直し

2012年までに完了

2014年実施開始
～対象事業所拡大

2013年までに完了
～継続見直し

2013年までに完了
～追加対策実施

2014年より
評価開始
～継続見直し

本社機能 各事業所 サプライヤー

基本的な考え方

～高い倫理観を持って行動し、信頼される企業として発展し続けることを目指します～
NSKグループでは、役員･従業員が遵守すべき普遍的な考え方を「NSK企業倫理規則」に定めています。NSKグループは、
グローバルに展開するさまざまな企業活動において各国の関係法令を守り、企業市民の一員として高い倫理観を持って行動す
ることを通じて、国際社会や地域社会から信頼される企業として、発展し続けることを目指しています。
このため、コンプライアンスに関する方針、管理体制を整備し、役員･従業員への教育･研修を充実させるとともに、内部
監査や内部通報システムの整備などを実施しています。また、情報漏えいの防止や紛争鉱物対応などの取り組みを通じ、企業
の社会的責任を果たすように努めています。

コンプライアンス

 1 競争法の遵守
 2 輸出入関係法令の遵守
 3 贈収賄行為の禁止（接待、贈答などの取扱い）
 4 公的機関との取引および政治献金の取扱い
 5 正確な記録および処理
 6 インサイダー取引の禁止
 7 知的財産権の取扱い
 8 違法行為・反社会的行為の禁止

 9 会社財産の保護
 10 企業秘密・個人情報の取扱い
 11 お客様との関わり
 12 調達取引先との関わり
 13 競合他社の信用毀損行為の禁止
 14 差別の禁止と健全な職場環境の整備
 15 労働における基本的権利の尊重
 16 地球環境の保全

NSK企業倫理規則は、NSKグループが
企業理念体系に則り、さまざまな企業活動
を行っていく上で、会社および役員・従業
員が遵守すべき普遍的な考え方を定めた
ものです。

● NSK企業倫理規則およびコンプライアンスのための行動指針（2002年2月制定 2014年5月改定）
※ 「コンプライアンスのための行動指針」より項目のみ抜粋

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● NSK企業倫理規則（全文）

NSKトップ > 企業情報 > コンプライアンス

災害に強いサプライチェーンづくりへの取り組み
災害などの発生時に、サプライヤーの被災状況を把握するシステムを活用しすばやく問題を把握し、サプライヤーと連携し
て必要な対策が的確に取れる体制の構築に取り組んでいます。有事の際にシステムを適切に活用できるよう定期的に訓練を実
施しました。
また、サプライチェーンのリスクマネジメントを強化するため、主要サプライヤーにBCPの策定を要請し、その取り組み
状況を確認しました。今後もサプライヤーとの協力関係を強化しながら、災害に強いサプライチェーンづくりへの取り組みを
進めていきます。

※ 適用範囲：NSKおよび連結子会社等
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マネジメント

◉コンプライアンス推進体制
コンプライアンス委員会の決定に基づきNSKグループ全体のコンプライアンスに関する業務全般を担当する部署として、
CSR本部の中にコンプライアンス推進室を設置しています。また、日本の各部門、各事業所、NSKグループ会社および日本以
外の地域統括拠点ごとにコンプライアンス責任者を選任し、コンプライアンスに関連する情報の連絡やリスク管理などを行っ
ています。

NSKは、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス強化に向けた方針を策定してコンプライアンス強化策の推
進を図るとともに、その実施状況などを確認し、定期的に取締役会に報告しています。

● コンプライアンス体制（2016年7月現在）

コンプライアンス委員会
委員長：代表執行役社長
委　員：関係執行役14名

代表執行役（社長）

CSR本部

法務部 通商管理部

コンプライアンス推進室

監査

各部門･各グループ会社および各地域統括拠点に
コンプライアンス責任者を選任

NSKグループの全従業員

日本
コンプライアンス協議会

NSK
●管理部門
●生産部門

NSKグループ会社

●販売部門
●技術部門

地域統括拠点
●米州
●欧州
●中国

●アセアン
●インド
●韓国

海外
グローバル法務・

コンプライアンス会議

連携

監査委員会

経営監査部

指示 連携

総務部 広報部

● コンプライアンスの継続的改善のためのPDCAサイクル

PLAN
❶

DO
❷

CHECK
❸

ACTION
❹

継続的
改善

是　正
● 監査や意識調査の結果を踏まえ、
主体的に改善、是正措置を実施

監　査
内部通報

コンプライアンス意識調査の実施

● 監査の実施－遵守状況、風通し、
方針理解度を確認

● 従業員のコンプライアンス意識
を毎年確認

実　行
● コンプライアンス責任者、
 担当者任命
● 教育・研修を実施

計　画
● 各組織が目指すコンプライアンス
方針の提示

● 社内規程、実施計画などの策定
● コンプライアンス委員会
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◉グローバル法務・コンプライアンス会議
NSKグループでは、コンプライアンス体制をグローバルに強化するため、2015年5月と11月に、グローバル法務・コン
プライアンス会議を開催しました。この会議では、米州、欧州、中国、アセアン、インド、韓国のコンプライアンス責任者が
本社に集まって、各地域・国のコンプライアンスの取り組みについて報告するととも
に、各地域・国の注意すべき法律などの情報を共有し、今後の取り組みに役立てるこ
とを目指しています。今回の会議では、特に贈収賄規制法、リコール発生時の対応や
契約審査手続基準の共通化について討議しました。また、2016年5月のグローバル
法務・コンプライアンス会議では、2015年10月に施行された英国現代奴隷法に関
する情報を共有しました。

◉社内の相互チェック体制（内部通報制度）
NSKグループでは、コンプライアンス関連規程に違反する行為を早期に把握し是正するため、あらゆる従業員が利用でき
る通報窓口「ホットライン」（内部通報制度）を設置しています。ホットラインの窓口は、CSR本部と社外の弁護士となってお
り、通報者は匿名でも利用でき、通報したことで不利益を被ることがないようにしています。
2015年度は、26件の内部通報があり（日本）、通報者が不利益を被ることのないよう配慮の上、迅速な調査を行い、必要
に応じた是正措置を取るなど事案の解決を図っています。

◉コンプライアンス監査
NSKのコンプライアンス推進室では、経営監査部と協働しながら事業所を訪問し、競争法（独占禁止法）の遵守状況に関す
る内部監査を実施しています。2015年度は49の事業所の監査を行い、監査の結果、重大な不適合は見つかりませんでした。
また、コンプライアンスに係る内部統制の評価も実施しています。2015年度は169の事業所で自己点検手法による監査
を行い、監査の結果、重大な不適合は見つかりませんでした。

項目 NSKの取り組み 実施時期

体制の強化

コンプライアンス委員会を設置
（年4回開催を継続） 2012年3月

コンプライアンス推進室を設置 7月

グローバル法務・コンプライアンス会議を開催
（年1回から年2回へ変更の上、継続して開催） 8月

コンプライアンス協議会を開催
（年2回開催を継続） 12月

関連規定、
制度の整備

競合他社出席会合などへの参加可否
検討制度の運用を開始 2011年8月

「NSK企業倫理規則」を改定
「競争法遵守規則」を制定 2012年4月

「コンプライアンス規則」などを改定 5月

「インサイダー取引防止社内規定」を改定 11月

役員･従業員に「NSKコンプライアンス･ガイ
ドブック」を配布 2013年3月

競争法遵守およびホットライン運用に
関する規則を改定 6月

「NSKコンプライアンス・ガイドブック」
2015年度版発行および配布 2015年3月

項目 NSKの取り組み 実施時期

教育･啓発
活動の強化

法令遵守の徹底を呼びかける社長メッセー
ジを発信（以降、定期的に発信） 2011年8月

役員・従業員を対象にしたコンプライアンス
e-ラーニングを実施（年2回実施を継続） 2012年1月

営業･工場･グループ会社を対象に独占禁
止法研修を実施 2月

「コンプラかわらばん」（月刊）の
発行を開始 11月

役員･従業員が「コンプライアンスに関する
誓約書」を社長に提出 2013年3月

営業部門を対象にした独占禁止法研修を実
施（年1回開催を継続） 5月

10月をコンプライアンス月間と定め、標語の
募集などを実施 10月

営業部門のリーダーを対象に「コンプライア
ンス指導者研修会」を開催 2014年3月

モニタリング
の強化

営業部門の独占禁止法遵守に関する内部監
査を開始 2013年8月

グループ会社を含む役員･従業員を対象に
コンプライアンス意識調査を実施 2014年8月

● これまでに実施した主なコンプライアンス強化策 ※ 最新の情報は当社webサイトをご覧ください

コンプライアンス強化の取り組み

NSKおよびNSKグループ会社は、全社をあげて、法令遵守の徹底および企業の社会的責任に基づいた事業活動の推進に努
めています。これまでに実施した主なコンプライアンス強化策は以下のとおりです。
なお、2015年度に確認された重大な法令違反はありませんでした。

グローバル法務・コンプライアンス会議
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URL 当社webサイトに
補足資料を掲載

NSKトップ > 企業情報 > ニュース > プレスリリース
● プレスリリース

2015年度の主な取り組み

◉コンプライアンス教育
NSKグループでは、役員・従業員のコンプライアンス意識をより一層高めることを目的として、さま
ざまなコンプライアンス教育や研修を実施し、その受講を必須としています。
2015年度は営業部門を中心に独占禁止法研修を105回実施し、1,678名が受講しました（日本：74
回実施/受講者899名、日本以外：31回実施/受講者779名）。NSKグループは、競争法の遵守につい
ての周知･徹底を図り、価格や数量、顧客、販路などに関する競合他社との取り決めや、競合他社と競争
に影響を与えるような情報の交換などを禁止し、公正で自由な取引の実現に努めていますが、今後も受
講者同士のディスカッションを取り入れた独占禁止法研修を実施していきます。
営業部門への研修に加え、工場、技術部門を対象にしたコンプライアンス研修（38回実施/受講者1,475名）やその他グルー

プ会社に対するコンプライアンス基礎教育（7回実施/受講者143名）を実施しました。年2回実施しているコンプライアンス
に関するe-ラーニングも継続して実施しました（受講者7,613名、受講率100%）。
また、2015年度は「NSK コンプライアンスガイドブック2015」を発行し、NSKグループの全役員・全従業員に配布し

ました。「NSK コンプライアンスガイドブック」は、2015年度までに日本語、英語、中国語、韓国語、ポーランド語、イン
ドネシア語、タイ語などの言語で発行され、従業員が母国の言語で内容を理解できるように配慮しています。全役員・全従業
員がコンプライアンスの重要性を理解した上で、コンプライアンス遵守の誓約書を提出しました。
さらに、サプライヤーに対しても「NSKサプライヤーCSRガイドライン」を通じて、NSKグループの認識を共有するとと
もに、競争法遵守をはじめとするコンプライアンス遵守についてのご理解と実践をお願いしています（詳しくは、P.29をご覧
ください）。

コンプライアンス標語ポスター

◉コンプライアンス月間
NSKでは、2013年より毎年10月をコンプライアンス月間と定め、さまざまなコンプライ

アンス啓発活動を始めました。
2015年度の「コンプライアンス標語」の募集では、応募6,775点から優秀作2点、入選3
点を選出しました。このうち優秀作2点についてはポスターを作成し、全事業所に配布しまし
た。また2016年度から上記の「NSK企業理念の日」を起点とした１カ月間を新たにコンプ
ライアンス月間と定め、さまざまなコンプライアンスに関する活動を行っていく予定です。

◉「NSK企業理念の日」の制定
2011年に公正取引委員会の立入調査を受けてから5年が経過しました。過去のカルテル事件から学んだ教訓を再認識し、
企業理念に基づいた行動をすることで、今後二度とカルテル事件を起こさない、さらには企業不祥事を起こさないために、公
正取引委員会の立入検査のあった7月26日を「NSK企業理念の日」として2016年から新たに制定することにしました。当
日は社長スピーチや外部講師による講演などを行いました。

◉コンプライアンス意識調査
NSKでは、役員・従業員のコンプライアンス意識を確認するため、2015年8月、外部の調査会社と共同で第2回コンプラ

イアンス意識調査を実施し、NSKグループに在籍する国内外の日本人役員・従業員13,061名から回答を集めました。意識
調査の結果、コンプライアンスに関するいくつかの課題が明らかになり、この対策として製造部門などに対するコンプライア
ンス教育の強化や、ホットライン通報窓口の周知徹底などの施策を推進しています。また、海外拠点のうち、アセアン・中国・
韓国・インド・台湾で初めて現地の従業員に対するコンプライアンス意識調査を実施しました。こちらも調査結果を分析し、
適切な施策を実施しています。2016年度は調査対象をさらに拡大し、継続して実施する予定です。

NSK コンプライアンス
ガイドブック2015
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URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● NSKコンプライアンスガイドブック 2015　

NSKトップ > 企業情報 > コンプライアンス

◉贈収賄対策の強化
多くの国で贈収賄規制が強化される中、NSKでも贈収賄行為防止の観点から、2014年5月に「NSK企業倫理規則」を改

定し、公的機関への接待・贈答の禁止を厳格化するとともに、2014年5月に「贈収賄防止基準」を策定しました。本基準を
グローバルに展開し、2015年5月に中国、アセアンにて、同12月に韓国にて「贈収賄防止規定」を制定し、各国の法律・
状況に基づいた贈収賄の防止に努めています。

◉インサイダー取引の防止
NSKでは、役員・従業員によるインサイダー取引を防止するため、「NSKインサイダー取引防止社内規定」を制定していま

す。本規定では、NSKおよびNSKグループ会社の役員・従業員がNSKの株式を売買する場合に、所定の届出書を提出する義
務を負うことなどを定めています。e-ラーニング、「コンプラかわらばん」を通じた情報発信などで周知徹底を図っています。
また、2014年9月より許可申請システムを導入しました。

◉安全保障輸出管理への取り組み
NSKグループでは、「外国為替及び外国貿易法」に基づき、兵器の開発、製造、使用に転用可能な製品の輸出や技術の流出
を未然に防止できるよう管理体制を強化しています。
NSKでは、2014年度に、生産設備に関する技術情報管理体制の改善に着手するとともに、懸念貨物の通関結果を検証す
るなどの出荷管理体制の強化にも努めました。2015年度は設備の保守、オーバーホールに伴う技術提供審査体制および設備
の海外調達に伴う図面審査体制を整備し、運用を開始しました。2016年度はこうした取り組みの定着を図るとともに、管理
対象を拡大していきます。

◉紛争鉱物情報開示規制への対応
基本方針
NSKは、サプライチェーン全体において、人権侵害を行う反社会的武装勢力などへの利益供与が起こらないように配慮し
た調達活動を実施することを方針としています。
万が一関与が懸念される場合には、該当する部品や原材料などの使用回避に向けた施策を実施します。

対応状況
コンゴ民主共和国とその周辺国で人権侵害などを行う武装勢力や反政府組織の資金源を遮断するため、アメリカで、この地
域を原産とするスズ、タンタル、タングステン、金の4種類の鉱物（紛争鉱物）の使用状況を毎年調査し、情報公開などを義務
付ける規制が制定され、2013年1月より運用が開始されました。NSKは規制の対象となるアメリカ市場に上場する企業では
ありませんが、紛争鉱物の使用回避を方針とし、サプライヤーと協力し対応を進めています。
2013年に紛争鉱物への取り組みを「NSKサプライヤーCSRガイドライン」に追加し、サプライヤーへの周知に努めまし
た（詳しくは、P.29をご覧ください）。また、サプライヤーからいただいた回答からは、2015年度も紛争鉱物の使用は確認
されませんでした。2016年度も、継続してサプライヤーとともに調査を進めていきます。
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◉情報セキュリティガバナンス体制の構築
NSKグループは、2003年6月に「NSK情報セキュリティ基本方針」および情報資産管理規程などを整備し、その後もIT
機器のセキュリティ対策や役員･従業員への教育などを通じて、ハード面･ソフト面の両面からセキュリティの強化を図って
きました。
しかし昨今、個人情報や企業秘密の漏えいなどによる不祥事が社会的に問題となっており、情報セキュリティに関連するさ
まざまな法規制の強化も検討されています。NSKグループでは、このような状況を鑑み、すべての企業活動を対象に、今ま
で以上に網羅的な情報セキュリティ強化のための施策をグローバルに展開していく必要が高まっていると判断し、2015年4
月、コーポレート経営本部の下に情報セキュリティ推進室を新設するとともに、グループ全体の情報セキュリティを向上させ
る数々のプロジェクトを開始しました。また、各地域に情報セキュリティ委員会を設立し、グローバルで連携を図りながら対
策を強化してきました。
2016年度は、情報セキュリティ推進基盤のさらなる拡充を進め、サイバー攻撃への対策などの強化に取り組んでいきます。

● 情報セキュリティガバナンス体制

コーポレート経営本部

情報セキュリティ推進室

地域別 情報セキュリティ委員会

日本情報セキュリティ委員会

米州情報セキュリティ委員会

欧州情報セキュリティ委員会

中国情報セキュリティ委員会

アセアン情報セキュリティ委員会

インド情報セキュリティ委員会

韓国情報セキュリティ委員会
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基本的な考え方

企業が持続的に成長していくためには、社会的責任を意識し応えていくことが不可欠です。NSKでは、経営を支える基盤
を強固にしながら、社会の期待に積極的に応えていくことを目指して取り組みを進めています。調達活動においては、NSK
の認識をサプライヤーと共有しながら、歩調を合わせてCSR活動に取り組んでいくことが重要であると考えています。

サプライヤーとの信頼関係の構築

NSKグループでは、サプライヤーとの相互的な発展が重要と考え、強固な信頼関係と長期的な協力関係の構築に取り組ん
でいます。説明会の開催などを通じて調達方針やCSRの重要性をサプライヤーと共有し、双方向のコミュニケーションによっ
て理解を深めています。また、サプライヤーからの要請を真摯に受け止め、公平で公正な取引に努めています。

サプライチェーンマネジメント

CSR調達の取り組み

NSKは、「NSKサプライヤーCSRガイドライン」を発行・配布し、サプライヤーに安全な製
品の提供、法規制の遵守、環境保全・人権・安全衛生などへの配慮をお願いしています。2015
年10月に施行された「英国現代奴隷法」を受けサプライチェーン全体を通じて、より一層人権
侵害の防止に努めていくため、2015年度は「NSKサプライヤーCSRガイドライン」を一部改
訂し、「第3版」を発行しました。2016年度は、この改訂内容をグローバルで周知徹底してい
くとともに、本ガイドラインの自己診断も実施していく予定です（グリーン調達の取り組みにつ
いては、P.74をご覧ください）。

サプライヤーとの取引

NSKグループでは、すべてのサプライヤーとの新規取引にあたり、「NSKサプライヤーCSRガイドライン」および「NSK
グループ グリーン調達基準書」に対する理解と賛同をいただいています。
既存のサプライヤーについてもCSRアンケート調査を定期的に実施し、遵守項目や達成状況を調査しています。アンケー
ト結果をサプライヤーにフィードバックし、継続的なCSR活動のレベルアップを要請しています。また、取引基本契約書に
ESG（E：環境、S：社会、G：ガバナンス）に関する契約条項を盛り込んでいます。

NSKサプライヤーCSRガイドライン

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● 調達基本方針　　　● NSKサプライヤー CSRガイドライン

NSKトップ > CSR > 調達活動での取り組み

関連情報 P.39～40　サプライヤー品質を高める取り組み
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