
コーポレートガバナンス
企業統治と訳される。経
営者が企業を最適に、健
全に運営しているかを監
視すること、またはその
仕組みをいう。

内部統制報告制度
財務報告の信頼性向上
のため、2006年の金融
商品取引法の改正により、
上場会社は、事業年度ご
とに内部統制報告書の
提出が義務付けられ、公
認会計士・監査法人によ
る監査の対象となった。
金融商品取引法の改正
前の名称は、証券取引法。

リスクマネジメント
企業経営において、事業
に関連するさまざまなリ
スクを組織的に管理する
活動。具体的には、リスク
の発生を回避、もしくは
リスク発生時の損失の低
減を図ること。

BCP
Business Continuity 
Planの略。企業がリスク
発生時に、事業の継続を
図り、お客様やお取引先
への影響を最小限にす
るための行動計画。この
行動計画を継続的に改
善し、管理する活動を
BCM（Business Continuity 
Management）という。
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マネジメント

経営の体制
　取締役会では、法令・定款に定める事項その他経
営上の重要事項の審議・決定を行うとともに、各取
締役の業務執行状況を監督しています。また、速や
かな状況把握と環境変化に対応していくために、決
議事項・協議事項・報告事項を明確に分けて活発な
議論を行う場として、取締役が参画する経営会議
や事業本部長会議といった体制を整えています。

基本的な考え方
　企業の社会的責任を全うすることで企業価値を高めていくために、経営の健全性・透明性を確保しつつ、公
正で効率的な経営システムを構築・維持していくことは基本であり、重要な経営課題の一つと考えています。

コーポレートガバナンス*

■ コーポレートガバナンス体制

リスクマネジメント*

基本的な考え方
　事業には、災害、事故、テロ、新たな感染症などの
さまざまなリスクが存在しています。万一、不測の
事態が発生した際にも、人命を第一に考えて行動し
ます。また、事業を円滑に継続できるよう備えてい
ます。

事業継続計画（BCP＊）の再点検
　この度の東日本大震災の教訓をもとに、速やかに
事業継続計画の再点検・再確認を実施し、主要事業
とその中での重要な活動を機能させ、目標期間内
に現状レベルに事業を復旧できるよう、グループお
よびお取引先とのさらなる連携強化を図っています。

リスクマネジメント方針

私たちは、災害、事故、新たな感染症などのさまざ
まなリスクに備えます。万一発生した場合には、ス
テークホルダーへの影響を最小限に留めるよう
行動します。また、事業を円滑に復旧・継続し、ス
テークホルダーの信頼維持に努めます。

【行動指針】
● 事業継続に影響を及ぼす要因に対し、未然防
止に努めます。

● 人命の安全確保を最優先として行動します。
● 関係者への影響を最小限に抑えます。
● 事業を速やかに復旧し、商品・サービスを安定
供給するよう努めます。

● 再発防止対策を行います。

経営を監視する機能
　当社は監査役4名（うち、社外監査役2名）で監査
役会を構成しています。監査役は、取締役会や必要
に応じて各種委員会に出席して重要事項の実態を
把握するとともに、主要な事業所および子会社の
監査等を通じて、取締役の業務執行を監視してい
ます。

内部監査
　内部監査部門は、当社および関連会社を含めた
業務監査を通じて検証結果を経営者に報告すると
ともに、必要に応じて問題点の改善・是正を提言し
ています。財務報告に係る内部統制については、金
融商品取引法の内部統制報告制度*に基づき、財
務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部
統制の有効性評価を実施し統制状況の維持、向上
に努めています。

監査役会

会計監査人

（選任・解任）
（指示）

（開示）

（監査）

（監査）
（指示）

（指示） （指示）

（選定・解職）

（選任・解任）
（相互連携）

（相互連携）取締役会 各種会議体・委員会（CSR委員会等）

業務執行部門

株
主
総
会

内部監査室
総務担当役員経営会議

取締役社長



コンプライアンス
一般的には「法令遵守」と
言われるが、企業の理念
や常識・良識にかなった
行動も含むと解される。
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基本的な考え方
　企業も社会の一員であるという基本を忘れず、
社会的良識をもって行動するため、従業員のコン
プライアンスに対する意識を高めています。

推進体制
　役員・従業員のコンプライアンス意識を高め、か
かるリスク低減を目的にコンプライアンスワーキン
ググループを立ち上げ、企業倫理の教育・啓蒙、法
令遵守、社会ルールや会社規則の徹底を図ってい
きます。

教育・啓発
　各職場の要請に応じて「ビジネス法務・出前セミ
ナー」を開催しています。従業員個人がビジネス法
務の重要性を認識し、興味を持つことで、自分自身
のみならず、会社へのリスクを低減することにもつ
ながります。
　また、各階層別研修等において、身近な事例を用
いてコンプライアンスについての講義を行ってい
ます。

コンプライアンス*

コンプライアンス方針

私たちは、企業が社会の一員であることを認識し、
企業倫理を高め、法令、国際ルール、社内規則を遵
守し、国際社会から信頼される企業を目指します。

【行動指針】
● 関係するすべての法令、企業行動規範、および
社内規則を遵守します。

● 高い倫理観と正しい知識を持って自主的に行
動することで問題を未然に防止するよう、全従
業員に定期的に教育と啓蒙を行います。

● 万一、問題が発生した場合には、速やかに事態
を収拾して説明するとともに、原因を究明して
再発防止に努めます。

Voice

　「出前」とあるように、受講者のニーズや都合に合わ
せて、こちらから各依頼部署に足を運んでセミナーを
開催しています。法律と一言でいってもさまざまな領
域や分野があり、たった数時間で網羅できるものでは
ないですが、「法律」という分野に対
する理解と興味の一助になってくれ
ればと思います。

総務部　清水 優一

　2009年に発生した新型インフルエンザは2011
年4月１日をもって季節型へ移行しましたが、従業
員の良好な健康水準を守るための活動の一環とし
て、引き続きインフルエンザ全般の感染予防と拡
大防止対策を維持していきます。また、流行期に効
果的な対策を期すために、全従業員がインフルエ
ンザに関する正しい知識や最新動向を共有できる
ことを重視しています。
　今後は鳥インフルエンザ・H５N１等、新たな「新型
インフルエンザの発生」も想定し、対応策の整備を
進めていきます。

新たな感染症への対応

Voice

　最強のウイルスと言われている鳥インフルエンザ・H
５N１が新型化しても、慌てずに対応できることが目標
です。また、海外駐在員とその家族、今後出向や旅行
をする皆さんが、発展途上国や熱帯地域で健康に過
ごせるために、風土病情報集を作成し、海外を含めた
全社展開をしました。皆さんのお役に立てば嬉しい
です。

人事部　健康管理室
インフルエンザ担当

リスクマネジメント



特定輸出申告制度
コンプライアンスに優れ
た輸出者を、税関が特定
輸出者として承認し、特
別な優遇を与える制度。
通関手続きの迅速化や
セキュリティ対策の強化
を目的とする。特定輸出
者の承認を受けると、通
関手続きが迅速かつ確
実になることから、リード
タイムおよび物流コスト
の削減等の効果も期待
される。

不正競争防止法
事業者間の公正な競争
を確保するための法律。
営業上の信用や機密を
保護しており、機密情報
を不正取得、不正利用、
不正開示する行為など
が禁止されている。

個人情報の
保護に関する法律
個人情報の有用性に配
慮しつつ、個人の権利利
益を保護するための法
律。本人の了解なく個人
情報を流用することなど
が規制されている。
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マネジメント
コンプライアンス

　違法行為の未然防止、ならびに企業倫理に係る
問題の早期解決のため、内部通報制度として「企業
倫理ヘルプライン」を設置しています。発生した、ま
たは発生の恐れのある違法行為を知った従業員等

が情報提供・相談できる窓口を社内外に設けるとと
もに、情報提供者の秘密を保護することを明確に示
し、通報者の気持ちに立って、相談しやすい環境を
整えるように努めています。

企業倫理ヘルプライン

輸出管理
　国際平和と安全の維持のため、日本では、国際社
会における紛争の発生や拡大を助長するような取
引が法律で規制されています。当社では、輸出管理
規程を制定して輸出規制の遵守を徹底するととも
に、規制の改正等にも柔軟に対応できる体制を整
えています。また、2008年6月には、セキュリティ管
理とコンプライアンスの体制の整備に取り組んで
きたことが認められ、特定輸出申告制度*に基づく
「特定輸出者」の承認を取得しています。

　今後も輸出比率の高い企業としての自覚と責任
を持ち、法令を遵守した輸出管理と貿易関連業務
の推進および効率化を図っていきます。

Voice

　輸出管理業務の適正な運営は、輸出比率が高い当
社にとっては正に死活問題であり、重要度の高い業務
と認識し、常日頃から真摯に取り組んでいます。事務
局として、輸出管理の重要性・必要
性について各職場の皆さまに丁寧
に説明することを心掛け、理解と協
力を得られるよう努めています。

総務部　乾 紘樹機密管理/情報セキュリティ
　近年、不正競争防止法*、個人情報の保護に関す
る法律*など、法制度の整備が進み、企業における
機密情報の管理が強く求められています。
　当社は、事業を健全に維持・発展させるために機
密管理規程を制定し、自社並びにお客様やお取引
先の機密事項の適正な管理と情報化社会への対
応に努めています。なお、個人情報の取り扱いにつ
いては、ホームページでその方針をお知らせして
います。

個人情報の取り扱いについて
http://www.ngkntk.co.jp/privacy.html

知的財産
　当社は、既存商品や新規開発品を保護するため
に知的財産権を積極的に取得する方策を講じてい
ます。また、第三者から権利侵害や法令違反を問わ
れることのないように、開発の初期段階から量産に
至る各過程において、障害となる第三者の知的財
産権の有無を調査・確認しています。さらに、社内
の技術者を中心に階層別の知的財産研修を開催し、
意識の高揚に努めています。

W

情報セキュリティ方針

私たちは、保有する情報資産を経営資源の一つ
と位置づけ、その保護と有効活用を行うことで、
事業の健全な維持、発展を目指します。

【行動指針】
● お客様からお預かりした全ての情報資産なら
びに経営資源としての情報資産および個人情
報を保護するため、情報セキュリティに関する
規程を定め、体制と責任を明確化します。

● 情報セキュリティに関する法令、規則等を遵守
します。

● 情報資産を取り扱うすべての役員と従業員に
対して、情報セキュリティの重要性および具体
的な遵守事項の教育を行います。

● 日々変化する情報社会に対応して、管理体制
の整備および情報資産保護に向けた必要な取
り組みを継続的に実施します。

● 不測の事態により情報セキュリティ管理体制の
維持に支障が発生することが予測される場合
は、速やかに事故の未然防止に向けた取り組みを
行います。万一事故が発生した場合は、被害を
最小限に留めるとともに再発防止策を講じます。
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