
ISO26000�7つの中核主題

組織統治

事業が世界に向けて拡大するに伴い、国際社会の一員として信頼を勝ち得ていくには、広く社会に存在する様々な
社会課題の解決に取り組み、企業の社会的責任（ＣＳＲ：Corporate Social Responsibility）を確実に果たしていくこ
とが何よりも大切です。そこで当社グループは、企業が果たすべき法的、倫理的、かつ社会的責任について重要
な方針を定め、次の５つをグループ・グローバルで取り組むことを宣言しています。

ニッパツグループのCSRの考え方

ニッパツグループ　グローバルCSR基本方針

私たちは、持てる力を生かし、広く社会に存在する様々な社会課題の解決に挑戦します。そのための基本的な方針は、次のとおりです。

1.透明性を維持すること
私たちは、社会、環境、経済に影響を及ぼす企業活動について常に透明
性を維持し、説明責任を果たします。

2.�倫理的に行動すること
私たちは、国際的規範および各国の法令を順守するだけでなく、倫理的
に行動します。

3.�地球環境を保全すること
私たちは、地球環境を保全するために、あらゆる努力をします。

4.�人を育むこと
私たちは、人権を擁護し、人の多様性を重んじ、人に配慮し、人を育ん
でいきます。

5.�グループ・グローバルで取り組むこと
ニッパツグループすべてがこの基本方針を共有し、グローバルでCSR活
動に取り組んでいきます。

この方針のもとで、2017年5月に、当社の役員・
従業員に対しどのような行動が倫理的に奨励さ
れ、どのような行動が法規範上禁止されている
かを示した「社員行動指針」を策定しました。さら
に、この「社員行動方針」の中で、ニッパツグルー
プの理念を実現するために、奨励される行動を
ニッパツウェイとしてまとめ、明文化しています。

CSR推進責任者メッセージ

当社は、社訓と企業理念を経営方針の基本としており、｢魅力
ある企業集団の実現を通じて、豊かな社会の発展に貢献する｣
ことが使命であると考えております。
本業である、自動車、情報通信、産業・生活の各分野にお
ける「ものづくり」を通して、株主・投資家、お客様、取引先、
従業員、地域社会をはじめとする当社を取り巻く幅広いステー
クホルダーの皆様との対話を通じ、その期待に応え、信頼さ
れる企業として、様々な社会課題の解決に取り組んでおります。
健全な事業活動を継続するために、コーポレート・ガバナンス
体制を強化し、中長期的な観点で企業価値を高めていくことを

CSR推進責任者
代表取締役副社長　　

杉山 徹

持続可能な社会の実現に向けて 目指しています。あわせてコンプライアンスのさらなる周知徹
底、実効性のあるリスクマネジメント体制の強化、グループ全
体の意識の向上を図っております。また常に人権を尊重し、多
様な人材の活躍を目指した取り組みを推進していきます。さら
に、企業活動において地球環境との共生、調和を図るための
行動指針・行動計画を定め、グループとして地域・社会の環
境保全に積極的に取り組んでおります。
2016年6月にはニッパツグループグローバルCSR基本方針を
定め、翌年5月には社員行動指針を刷新し、私たちニッパツの
役員・従業員はどのような行動が倫理的に奨励され、どのよう
な行動が法規範上禁止されているのかを示しました。2019年
度の経営方針には「真直ぐ」な姿勢の堅持を掲げ、コンプライ
アンスの推進を図り、すべてのステークホルダーの皆様から信
頼される企業であり続けるために企業倫理の重要性を認識し、
継続的に法令順守の徹底に努めてまいります。当社グループ
会社の拠点は、国内・海外の様々な地域におよんでおり、地
域社会から世界への共生の輪が広がるよう、中長期的な経営
戦略の視点で、グループをあげて、グローバルで社会課題の
解決に取り組んでまいります。

社訓と企業理念のエッセンスが織り込まれているニッパツウェイ
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健全な事業活動を継続するため、ガバナンス体制の整備を行っています。

コーポレート・ガバナンス

当社は経営上の組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施
することで、経営の健全性を維持するとともに、中長期的な観
点で企業価値を高めていくことを目指しています。
そして、その実現に向けて、以下の5点を基本方針として掲げ
ています。

1.��株主の権利およびその平等性を確保するとともに、適切な
権利行使ができる環境の整備に努めます。

2.��株主、顧客、取引先、地域社会、従業員等、当社を取り巻く
ステークホルダーに対して企業としての責任を果たすことに
より、良好な関係の維持に努めます。

3.��法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示
以外の情報提供にも主体的に取り組みます。

4.��取締役会では、取締役各人の事業に精通した知見と経験に
基づき付議事項を集中的に審議して経営の最高方針を決め、
事業経営動向について監督するほか、付議事項から派生す
る経営課題に対しても、積極的に議論を行い、取締役会とし
ての適切な役割・責務の遂行に努めます。

5.��株主とは建設的な対話に努め、また対話を通じて収集した株
主の意見などは、経営陣・取締役へフィードバックすることで、
情報の周知・共有に努めます。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
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※取締役、監査役の人数は2019年6月26日現在

■ガバナンス体制図

意思決定機関として株主総会、取締役会がありますが、迅速
な意思決定を行うため、2005年度より執行役員体制を採用し、
2019年6月26日時点で、取締役は7名（社外取締役2名を含む）
となっています。なお、2015年度より社外取締役を選任し当社
経営の意思決定の妥当性および当社経営に対する監督の有効性

コーポレート・ガバナンス体制

を確保しています。
審議機関としては、経営戦略会議、各委員会があります。特に
経営戦略会議は少数で意見交換ができるように、取締役、常勤
監査役および各生産本部の本部長で構成しています。監査機関
として監査役会は、2019年6月26日現在で、4名の監査役のう
ち、2名の社外監査役が就任しています。

当社では、以下の項目を中心に「内部統制システムの基本方針」
を定めています。

1.��すべての役員、社員が法令および企業倫理を順守することを
定めるとともに、体制を構築し、コンプライアンスを推進する。

2.��反社会的行為を行わず、暴力団などの反社会的勢力とは一切
関係を持たない考え方を明らかにし、社員に対して教育、啓
発活動を実施する。

3.��グループ会社も含め、企業活動に関するリスクを洗い出し、
その対応策について定めるとともに事前防止を推進する。

4.��一部のグループ会社も含め、重点施策の展開・チェック・
修正を効率的に行うことを目的とする経営管理システムの
導入。

5.��グループ会社に取締役および監査役を派遣することにより、
グループ会社の経営状況を適時に把握し、不正または不適切
な取引を防止できる体制をとる。

6.��監査役が、当社およびグループ会社の取締役会、経営戦略
会議等に出席し、法定の事項、経営、業績に影響をおよぼす
重要事項について遅滞なく報告を受ける体制の整備。

7.��グループ会社も含めた代表取締役、会計監査人および内部
監査部門は、監査役と、定期的また必要に応じて意見交換を
行い、監査の実効性を確保する。

内部統制システムの基本方針
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　コンプライアンス経営の実現には、従業員一人ひとりのコンプライア
ンス意識が不可欠です。CSR部では、日常的に「どのような行為が違
反になるのか」を意識してもらえるよう、身近なテーマを題材とした「コ
ンプライアンス通信・コンプライアンス便り」の定期配信や、社内報によ
る情報発信、新入社員・管理職など階級別での研修、営業職・技術
職など職種別での研修のほか、新たにグループワーク形式の参加型研
修を実施するなど、当社グループ従業員のコンプライアンス意識の向上
に取り組んでいます。特に、研修参加者一人ひとりが腹落ちできるよう、
できるだけ具体的な事例を取り上げて研修を実施しています。今後もよ
りコンプライアンスを身近に感じてもらえるよう、様々な形で継続的な取
り組みを行っていきます。

従業員一人ひとりの
コンプライアンス意識向上のために

従業員一人ひとりがコンプライアンスに則って行動するよう努めています。

コンプライアンス

当社はコンプライアンスを、法令順守はもちろん、社会の様々
な要求に誠実に応えることととらえ、経営の大きな柱の一つとし
ています。コンプライアンス経営実現のため、コンプライアンス
最高責任者である社長のもと、推進責任者を企画管理本部CSR
部長、指導責任者を各部門長、推進事務局を企画管理本部CSR
部とする体制を構築し、推進を行っています。また、当社は「社
員行動指針」において、すべての役員、従業員が法令および企
業倫理を順守することを定めるとともに、国内だけでなく海外に
おいてもコンプライアンス意識の向上と徹底を図るため、独占
禁止法順守、贈収賄防止などのトップメッセージの発信をはじめ、
国内・海外グループ会社を含めた従業員への各種研修を実施し、
グローバルレベルでのコンプライアンス活動を推進しています。
2018年度は、営業に関わる全従業員を対象とした独占禁止法研
修を延べ14回実施するとともに、海外グループ会社であるタイ
ニッパツにおいて、贈収賄防止に関する研修を実施しています。
合わせて、コンプライアンス違反の予防に役立つ情報として「コ
ンプライアンス通信・コンプライアンス便り」を毎月定期的に配
信し、職場におけるコンプライアンス意識の向上を図るとともに、
毎年11月の「ニッパツ倫理強化月間」においてトップメッセージ
を発信し、ポスターの掲示や各種イベントを企画実施するなど、
グループ全体のコンプライアンス啓発に努めています。

コンプライアンスの取り組み

CSR部

向井 亮平

なお、当社および国内グループ会社の従業員が疑問に思った時
に相談や内部通報を行うことができる仕組みとして、社内およ
び会社と利害関係のない外部法律事務所に匿名でも通報可能
なコンプライアンスホットラインを設置するとともに、この連絡
先を記載したコンプライアンスカードを配布しています。また、
海外においては、北米・中国・メキシコをはじめとした海外グ
ループ会社に同様の制度が導入されています。

タイニッパツにおける贈
収賄防止に関する研修

リスク管理体制を整備するとともに、あらゆるリスクの対応に取り組んでいます。

リスクマネジメント

企業の抱えるリスク（危機）は自然災害だけでなく、想定外のこと
が発生する可能性があります。当社では社会的責任を果たすた
めにも様々なリスクに対し、未然防止と被害を最小限にとどめる
ため、リスク管理規程を制定し、緊急時に的確に対応するため
の組織・ルールづくりなどのリスク管理体制を構築しています。
従業員一人ひとりが日常からリスクに対して理解を深め、想定
外のリスクが発生しても的確かつ迅速に対処し、早期に解決で
きるようさらなる改善を目指しています。

リスクマネジメント体制

リスク発生への対応
自然災害への対策としては、防災措置はもちろんのこと、BCP
（事業継続計画）の策定やBCPにつなげるためのリスク発生直
後の訓練も実施しています。
国内・海外で緊急事態が発生した場合には、リスク発生地区で
迅速に対策本部を立ち上げ、本社に対策総本部を設置し、早期
に事態の収拾を図ります。
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　情報セキュリティは、お客様をはじめとするステークホルダーの皆様
からの信頼を確保するために必要不可欠であるだけでなく、安全・安
心な社会生活を支えるための重要な基盤であると考えています。当社
の情報セキュリティ管理は、「ニッパツグループセキュリティマネジメント
ポリシー」に基づき進められています。具体的には、セキュリティツール
による技術的対策、規程類の整備などの組織的対策、eラーニングに
よる教育や標的型攻撃メール訓練などの人的対策、管理状況の監査を
行い、継続的に改善することで情報セキュリティの確保とさらなる強化
に取り組んでいます。
　情報システム部では、IT統制、情報セキュリティ監査、ITリスクの評
価と低減、あるべきITの健全性を維持するための活動を着実に実施し、
海外を含む当社グループ全体へのITガバナンスの構築・定着を進めて
います。

情報システム部　主査

山上 元郎

グループ全体への定着を進める

　当社では、近年多発している地震、風水害などの自然災害をはじ
めとする様々なリスクに対して、想定外の事態が最小限になるように、
BCPの維持、更新に努めるとともにマネジメント体制の構築を推進して
います。
　具体的には、従業員、設備、お取引先様が被害を受けたケースを想
定し、いかに復旧し、事業を継続していくかを関係者全員で知恵を出し
合い、対策を検討しています。また策定したBCPの実効性を確認する
ために、初動訓練、事業継続訓練を通じてBCP問題点の抽出と改善お
よび従業員の意識の向上に努めています。
　各拠点が独自にマネジメント体制を構築し、ステークホルダーの期待
に応えるべく、リスクに強い当社グループを目指します。

実効性のあるBCPの維持、
更新とマネジメント体制の構築推進

CSR部 主任

根木島 篤司

当社およびグループ会社各社は、「ニッパツグループセキュリ
ティマネジメントポリシー」に基づき、その対策基準や実施手順
を定め、確実に管理・運用を行うことにより、お客様や取引先
との取引における情報や、従業員のマイナンバーを含む個人情
報の流出防止など、情報資産の保護に努めています。
このポリシーは、当社およびグループ会社の役員、従業員、外
部委託業者の従業員（派遣社員、アルバイトを含む）に適用され
ます。保有する情報資産の機密度や内容に応じて、重要度を評価、
分類し、適切な管理を行っています。また、標的型攻撃やラン
サムウェアへの対策として通信ログの分析等技術的対策を適宜
行い、機密情報漏えい、破壊、改ざん、不正利用を未然に防ぐ
活動を行っています。

情報セキュリティ
に関するeラーニ
ング教材を作成
し、従業員への教
育を通して意識の
向上を図る

情報セキュリティの確保

当社グループでは、「ニッパツグループBCP基本方針」および
「ニッパツグループBCPガイドライン」を国内・海外のグループ
全社に配布し、事業継続マネジメント（BCM）体制の構築を進め
ています。リスク発生時には対策本部を招集し、対策本部長の
指揮のもとに所管部門および関係部門が一体となって迅速な対
応を行う体制となっています。
また、本社および各工場、国内グループ会社では大地震発生を
想定した初動対応訓練や、速やかに事業を復旧、継続するため
のBCP訓練を2018年度は延べ14回実施し、初動対応能力、事
業継続能力の強化を図っています。これらの訓練での反省に基
づき、より実践に即した危機対応ができるようにBCPや各種手
順書の改訂を行い、危機管理体制のステップアップを目指して
います。

事業継続マネジメント（BCM）

本社対策本部の
初動対応訓練
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います。さらに当社の
事業内容や変遷をイラ
ストや写真で紹介した
り、コア技術や強みを
わかりやすくお伝えす
るなど、皆様へ迅速か
つ充実した情報発信に
努めていきます。

株主の皆様からの問い合わせについては、総務部で対応してい
ます（株主名簿管理人：三菱UFJ信託銀行）。
なお株主の分布状況は、次のグラフのような構成となっています。

当社は、中間決算および本決算発表後、アナリスト・機関投資
家向けに決算説明会を実施しています。2018年度は、5月と
11月の2回開催しました。今後も、アナリストや投資家への積
極的な情報開示を推
進していきます。

株主・投資家の皆様に長期的にご支援いただくためには、会社の状況や財務に関する情報のタイムリーな開示が
大切であると考え、その実施に努めています。

株主・投資家

株主への対応と分布比率

投資家向け情報の開示

決算説明会を開催

投資家情報ページのアドレス
https://www.nhkspg.co.jp/ir/

■株主分布状況（2019年3月31日現在）

その他国内法人
16.3%

5千株以上
1.4％

1千株以上
3.1％

金融商品取引業者
0.7%

個人・その他
（自己株式を含む）
11.2%

500株以上
　0.2％

100株以上
　0.3％

所有者別株数比率 

所有数別株数比率

100万株以上
78.6％

1万株以上
16.4％

外国人
32.7%

金融機関
39.0%

株主・投資家の皆様に、当社を一層ご理解いただくため、事業
報告書やニッパツレポート（日本語版および英語版）の発行のほ
か、プレスリリースやホームページで最新情報をお知らせして

IR情報の発信
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■配当金の推移

2018年度の業績については、財務ハイライト2018（P8〜11）
に掲載のとおりです。当期の配当金につきましては、株主の皆
様への長期安定的な配当の継続を重視し、1株当たり24円（年
間）とさせていただきました。

2018年度の株主還元

野村證券
エクイティ・リサーチ部
ヴァイス・プレジデント

山岡 久紘 さん

ばねに関する幅広い技術力を持つ点が強み
　私は、自動車部品業界を担当する証券アナリストとして、レポート等
を通じて国内・海外の機関投資家向けに情報を提供しています。ニッ
パツの決算短信やファクトブック等の財務情報をもとに、業績見通しを
作成しています。また、決算説明会や工場見学会にも参加し、ニッパツ
の現状や将来性についても調査、議論する機会を得ています。
　ばねに関する幅広い技術力を持つ点が強みと考えています。自動車
用懸架ばね・シート・精密ばねをはじめHDD用サスペンションや産業
機器の各製品で技術力を発揮し、多くの顧客と取り引きがある点が特
長と見ています。一方で、工場での生産性を高めるための継続的な取
り組みにも安心感があります。
　今後は、米欧地域での受注拡大と収益性向上に期待したいです。日
本および日系自動車メーカー向けビジネスでは確固たる地位を築いてい
ますので、受注拡大が進めば、ニッパツの一段の成長につながると考
えています。

組
織
統
治
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